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平成29年度ボランティア活動保険のご案内

今号の内容

平成29年度ボランティア活動・行事用保険３月１日（水）より受付開始

　平成29年４月１日から平成30年３月31日までのボランティア活動中の事故によるケガや賠償責任を補償
します。個人でも団体でも加入できます。

ボランティア活動保険

補償期間

ボランティアに携わるみなさまへ

１年間（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
※４月１日以降の加入は、受付翌日から平成30年３月31日まで

加入方法

※行事の内容により、加入できるプランが決定します。防犯パトロール、屋根雪下ろしなど加入できない行事もあります。
※Aプラン、Cプランにはスタッフ・ボランティアへの助成制度があります。（20円／人）
　助成を希望する場合は、スタッフ・ボランティアの名簿（氏名）が必要です。

保険料（1名・年間） Aプラン　基本タイプ350円／天災タイプ500円
Bプラン　基本タイプ510円／天災タイプ710円
※保険料助成制度があります。（石川県：200円、金沢市：50円）
　ただし、金沢市から活動費の助成を受けている場合は、金沢市助成分（50円）が対象外になる場合があります。

必要なもの ・個人加入　印鑑、保険料
・団体加入　代表者印鑑（NPO法人の場合は法人印）、保険料、加入者全員の氏名・住所・電話番号の記載された名簿

　ボランティア活動に関する各種行事の主催者が加入する保険です。主催者や参加者のケガ、主催者の賠償
責任を補償します。 Cプランが新設されました。詳細は４ページをご確認ください。

ボランティア行事用保険

保険料（1名につき）

Aプラン・Bプランの基本タイプ・天災タイプともに保険料が
改定（引き上げ）されました。

Ａプラン（日帰り）
名簿備付必要（氏名）

Ａ１ Ａ２ Ａ３ 1泊2日 2泊3日
1日28円

最低掛金560円
1日28円

最低掛金560円
1日126円

最低掛金2,520円
1日248円

最低掛金4,960円 239円 293円

Ｂプラン（宿泊）
名簿提出必要（氏名･満年齢）

Cプラン（日帰り）
名簿備付不用

事前に「所定払込用紙」により保険料を払込み、「加入依頼書」「振替払込受付証明書」を持参のうえ、受付窓口まで
お越しください。㊟行事開催日の前日までに保険料の払込みが必要です。（当日不可）

・各種保険のパンフレットは、金沢ボランティアセンターのホームページでご覧ください。

【特集】 金沢福祉用具情報プラザ 〈衣服のリフォーム相談〉
（写真：金沢福祉用具情報プラザ外観）

９時～17時30分（月～金曜日） ※祝日は除く受付時間
金沢ボランティアセンター（金沢市社会福祉協議会内）
金沢市高岡町７-25　金沢市松ヶ枝福祉館２階　TEL：076-231-3571

受付場所
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ご寄附ありがとうございました

積立額 53,580,650円

寄附者名（Ｈ28.11.1～12.31）

(平成28年12月31日現在)

【福祉ボランティア基金】
・高砂ボランティア会 様
・二飯田成一 様
・横河電機労働組合金沢ブロック 様

本会では、皆さまからのご寄附を受け付けています。
今後とも皆さまの温かいご支援をお願いいたします。
皆さまからのご寄附は、地域福祉活動やボランティア
活動推進のため活用させていただきます。

※寄附者には税制上の優遇措置があります。

【発行者】 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　石川県金沢市高岡町７-25 金沢市松ヶ枝福祉館内　
【電　話】 ０７６-２３１-３５７１　【FAX】 ０７６-２３１-３５６０　【URL】 http://www.kana-syakyo.jp

武蔵ヶ辻・近江町市場バス停から徒歩5分　南町・尾山神社バス停から徒歩3分
環境のためにも公共交通機関を利用しましょう

［住所］
石川県金沢市高岡町７-25
金沢市松ヶ枝福祉館内
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金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター  

金沢市社会福祉協議会へのアクセス

　このコーナーでは、金沢市内で活動をされているボランティアグループを紹介します。このページで紹介するグループで
は、随時、仲間を募集しています。ボランティア活動に興味がある方は、連絡先までお問い合わせください。
　また、金沢ボランティアセンターでは、「ボランティア活動がしたい」、「ボランティア情報が欲しい」などの相談に応じて
います。お気軽にご相談ください。

■活動の内容について教えてください。
■点訳とは、視覚障害者のために文字や文章を点字に翻訳することです。現在122名の

会員が役割分担しながら活動しています。新刊図書はもちろん、地元ニュースや話題の
人の情報も届けたいとの思いから、抜粋した新聞記事も点訳しています。点訳された
新聞記事は、月２回、登録者に郵送しています。また、点字では表現することができな
い図表や地図を、触って確かめることができる「触図」も作っています。

■ボランティア活動をしていてやりがいを感じるときはどんな時ですか？
■石川県立盲学校からの依頼を受け、同校にこれまでなかった小学生用国語辞典を点訳

しました。一年がかりで点訳して製本した全41巻を寄贈すると、とても喜んでもらえ
ました。生徒からの「待っていたぞ、大切にするね。」と点字で書かれたお礼状を読む
と、これからの励みになります。言葉の意味を調べる楽しさを見つけてくれたようで、
嬉しかったです。

■最後にメッセージをお願いします。
■今年度で創立50周年を迎えることができました。会員が点字を始めたきっかけは、

本が好きだったり、仕事や子育てが落ち着いたことなど様々です。興味のある方は点字にチャレンジしてみませんか？活
動希望者には、点字の知識を学ぶため、石川県視覚障害者情報文化センターが開催するボランティア養成講座を受講い
ただいています。（次回は平成29年５月頃開催予定）

石川県点訳友の会今号
の

石川県視覚障害者情報文化センター　　担当：坂下　芳恵　　電話：０７６－２２２－８７８１【連絡先】

ボランティア行事用保険Cプラン新設について

AプランおよびCプランの比較表

　平成29年度より、日帰り行事用に名簿備付不要のCプランが新設します。
①サロン行事、居場所づくり等々の不特定多数の方が参加する日帰り行事

を補償します。名簿の備付が不要なので、事前に参加者を特定する必要
がありません。

②対象は「A１区分」で且つ、建物内（施設内）で開催する行事、または屋外
の場合は開催場所の境界（公園・グランド等）が明確に区分できる会場で
開催する行事です。例えば、ハイキング・自然観察・河原遊び等は、ご加入
できません。

③名簿不要のため、補償は行事参加中のみで、往復途上の補償はありません。
④最低加入人数（20名）の要件はありません。20名未満でも最低保険料を

お支払いいただくことで、ご契約いただけます。

～個人情報の取り扱いについて～
　保険加入において提出された個人情報は、保険加入、保険金請求等保険会社に提出します。
　また、保険料助成請求および金沢ボランティアセンター登録情報として使用いたします。

主な項目
加入対象行事
保険料

名簿の備付
往復途上の補償
最低加入人数（20名）
最低保険料

Aプラン
日帰り行事（A1～A3の区分あり）

1日1人

A1：28円、A2：126円、A3：248円

必須

あり

なし（平成29年度より廃止）

各区分とも20名分

Cプラン
日帰りの「A1行事」のみ対象

1日1人 28円

（AプランA1行事に同じ）

不要

なし

なし

560円（20名分）



　金沢福祉用具情報プラザでは、様々な福祉用具の展示や、住宅改修のモデルを設置し、各種相談に応じています。

今回の金沢市社協情報では、プラザに寄せられた「衣服のリフォーム」に関するお話を紹介します。

　高齢や障害等の理由から、外出や介護にまつわる衣服の困りごとがある方は、ぜひ金沢福祉用具情報プラザまでお

問い合わせください。

　いつもの福祉用具専門相談員が困った顔でやって来ました。

　声をかけると「礼服のズボンで着脱しやすい工夫がされたものありますか？」とのこと。

　しばし考えますが「ない」カタログを調べても「ない」「ない」「なーい」のです。

　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。

　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が

マヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けな

い。参加することをあきらめかけているとのこと。

　この話を聞いた時、もう十数年も前になるが自分の結婚式のことを思い出しました。

　ある日母から「おばあちゃん結婚式に出られないって」と聞かされてビックリ。祖母は笑いながら「ごめんね」と言って

いました。なんでよりによって結婚式に出てくれないのだろうと悩みましたが、今となっては真実は分からないけども

しかしたら・・・・。

　そんな物思いにふけっていたら「何とかしたい。既製品になければ作ればいい！」と思い立ち、裁縫できそうなスタッ

フに相談したところズボンが落ちないようにゴムを付けた試作品を作成してくれました。相談者の家まで持っていく

と、なんとトイレの動作を片手で完結。結婚式にも参加できたのです。

　この相談で気付かされたのが高齢になったり、障害を持つことで今まで着ていた服が着られなくて困っている人が

いること。そこで、金沢福祉用具情報プラザでは、衣服のリフォーム相談を始めることにしました。

　始めて見たら外出用の衣服だけでなく、パジャマなどについての相談もあり、想像以上

の反響にびっくりでした。

　衣服のリフォームにかかる費用は材料費のみとなります。

「着たい洋服があるけど手に障害があって上手く着られない」

「外出したいけどパジャマではランチにも行けない」

「ここにチャックがあれば介護がしやすいのに」

　そんな悩みがある方は、金沢福祉用具情報プラザにお電話ください。今までどおりのお

気に入りの洋服でお出かけできるかもしれません。

衣服のリフォーム相談
金沢福祉用具情報プラザ

介護や福祉の事を私たちと一緒に考えましょう！

金沢福祉用具情報プラザ  運営/社会福祉法人　金沢市社会福祉協議会

金沢市本町１-10-１ ルキーナ金沢１階・２階　TEL／076-234-9900
開館時間／10：00～19：00　休館日／火曜日・年末年始（12/29～1/3）

URL／http://spacelan.ne.jp/̃yogu-plaza　Eメール／yogu-plaza@spacelan.ne.jp

製作ポイント

￥500

　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。

　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が

マヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けなマヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けな

「孫の結婚式に参加したい」を支える衣服のリフォーム

持っているパジャマや洋服をリフォームした例

問い合わせ

パ ジ ャ マ の 上 着 に ボ タ ン
ホールを作り、ズボンに着
けたボタンをかける事で、
ズボンの中に手を入れにく
くしました。

リフォーム費用

￥300

パジャマのズボンの両脇に
マジックテープを付けて、
おむつ交換をしやすくしま
した。

リフォーム費用

￥300

袖口から脇下にファスナー
を付けて、腕に拘縮があっ
ても脱ぎ着をしやすくしま
した。

リフォーム費用
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　金沢福祉用具情報プラザでは、様々な福祉用具の展示や、住宅改修のモデルを設置し、各種相談に応じています。

今回の金沢市社協情報では、プラザに寄せられた「衣服のリフォーム」に関するお話を紹介します。

　高齢や障害等の理由から、外出や介護にまつわる衣服の困りごとがある方は、ぜひ金沢福祉用具情報プラザまでお

問い合わせください。

　いつもの福祉用具専門相談員が困った顔でやって来ました。

　声をかけると「礼服のズボンで着脱しやすい工夫がされたものありますか？」とのこと。

　しばし考えますが「ない」カタログを調べても「ない」「ない」「なーい」のです。

　実は、使いやすい工夫がされた衣服ってパジャマばかりで外出用の衣服はほとんどないのです。

　詳しい話を聞いてみると、相談者（男性）はお孫さんの結婚式に出るために久しぶりに礼服を着てみたところ、片手が

マヒしていてズボンのフックを留めようとしても上手くいかずズボンが落ちてしまう。これではトイレに自分で行けな

い。参加することをあきらめかけているとのこと。

　この話を聞いた時、もう十数年も前になるが自分の結婚式のことを思い出しました。

　ある日母から「おばあちゃん結婚式に出られないって」と聞かされてビックリ。祖母は笑いながら「ごめんね」と言って

いました。なんでよりによって結婚式に出てくれないのだろうと悩みましたが、今となっては真実は分からないけども

しかしたら・・・・。

　そんな物思いにふけっていたら「何とかしたい。既製品になければ作ればいい！」と思い立ち、裁縫できそうなスタッ

フに相談したところズボンが落ちないようにゴムを付けた試作品を作成してくれました。相談者の家まで持っていく

と、なんとトイレの動作を片手で完結。結婚式にも参加できたのです。

　この相談で気付かされたのが高齢になったり、障害を持つことで今まで着ていた服が着られなくて困っている人が

いること。そこで、金沢福祉用具情報プラザでは、衣服のリフォーム相談を始めることにしました。

　始めて見たら外出用の衣服だけでなく、パジャマなどについての相談もあり、想像以上

の反響にびっくりでした。

　衣服のリフォームにかかる費用は材料費のみとなります。

「着たい洋服があるけど手に障害があって上手く着られない」

「外出したいけどパジャマではランチにも行けない」

「ここにチャックがあれば介護がしやすいのに」

　そんな悩みがある方は、金沢福祉用具情報プラザにお電話ください。今までどおりのお

気に入りの洋服でお出かけできるかもしれません。

衣服のリフォーム相談
金沢福祉用具情報プラザ

介護や福祉の事を私たちと一緒に考えましょう！

金沢福祉用具情報プラザ  運営/社会福祉法人　金沢市社会福祉協議会

金沢市本町１-10-１ ルキーナ金沢１階・２階　TEL／076-234-9900
開館時間／10：00～19：00　休館日／火曜日・年末年始（12/29～1/3）

URL／http://spacelan.ne.jp/̃yogu-plaza　Eメール／yogu-plaza@spacelan.ne.jp

製作ポイント
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パ ジ ャ マ の 上 着 に ボ タ ン
ホールを作り、ズボンに着
けたボタンをかける事で、
ズボンの中に手を入れにく
くしました。

リフォーム費用

￥300

パジャマのズボンの両脇に
マジックテープを付けて、
おむつ交換をしやすくしま
した。

リフォーム費用

￥300

袖口から脇下にファスナー
を付けて、腕に拘縮があっ
ても脱ぎ着をしやすくしま
した。
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本誌は共同募金配分金など
により作成しています。

平成29年度ボランティア活動保険のご案内・・１ページ
金沢福祉用具情報プラザ 衣服のリフォーム相談・・２、３ページ

ボランティアグループ紹介 ・・・・・・・・・・・・・・４ページ
ボランティア行事用保険について、ご寄附の報告・・４ページ

今号の内容

平成29年度ボランティア活動・行事用保険３月１日（水）より受付開始

　平成29年４月１日から平成30年３月31日までのボランティア活動中の事故によるケガや賠償責任を補償
します。個人でも団体でも加入できます。

ボランティア活動保険

補償期間

ボランティアに携わるみなさまへ

１年間（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
※４月１日以降の加入は、受付翌日から平成30年３月31日まで

加入方法

※行事の内容により、加入できるプランが決定します。防犯パトロール、屋根雪下ろしなど加入できない行事もあります。
※Aプラン、Cプランにはスタッフ・ボランティアへの助成制度があります。（20円／人）
　助成を希望する場合は、スタッフ・ボランティアの名簿（氏名）が必要です。

保険料（1名・年間） Aプラン　基本タイプ350円／天災タイプ500円
Bプラン　基本タイプ510円／天災タイプ710円
※保険料助成制度があります。（石川県：200円、金沢市：50円）
　ただし、金沢市から活動費の助成を受けている場合は、金沢市助成分（50円）が対象外になる場合があります。

必要なもの ・個人加入　印鑑、保険料
・団体加入　代表者印鑑（NPO法人の場合は法人印）、保険料、加入者全員の氏名・住所・電話番号の記載された名簿

　ボランティア活動に関する各種行事の主催者が加入する保険です。主催者や参加者のケガ、主催者の賠償
責任を補償します。 Cプランが新設されました。詳細は４ページをご確認ください。

ボランティア行事用保険

保険料（1名につき）

Aプラン・Bプランの基本タイプ・天災タイプともに保険料が
改定（引き上げ）されました。

Ａプラン（日帰り）
名簿備付必要（氏名）

Ａ１ Ａ２ Ａ３ 1泊2日 2泊3日
1日28円

最低掛金560円
1日28円

最低掛金560円
1日126円

最低掛金2,520円
1日248円

最低掛金4,960円 239円 293円

Ｂプラン（宿泊）
名簿提出必要（氏名･満年齢）

Cプラン（日帰り）
名簿備付不用

事前に「所定払込用紙」により保険料を払込み、「加入依頼書」「振替払込受付証明書」を持参のうえ、受付窓口まで
お越しください。㊟行事開催日の前日までに保険料の払込みが必要です。（当日不可）

・各種保険のパンフレットは、金沢ボランティアセンターのホームページでご覧ください。

【特集】 金沢福祉用具情報プラザ 〈衣服のリフォーム相談〉
（写真：金沢福祉用具情報プラザ外観）

９時～17時30分（月～金曜日） ※祝日は除く受付時間
金沢ボランティアセンター（金沢市社会福祉協議会内）
金沢市高岡町７-25　金沢市松ヶ枝福祉館２階　TEL：076-231-3571

受付場所

1

ウェル
くん

 No.158
2017.1.31

はじ
めてみません

か？

ボランテ
ィア

聞き上手　あなたも立派な　ボランティア
ささえ合う　地域に元気な　明日がある

「福祉のつどい2016金沢」標語優秀作品4

ご寄附ありがとうございました

積立額 53,580,650円

寄附者名（Ｈ28.11.1～12.31）

(平成28年12月31日現在)

【福祉ボランティア基金】
・高砂ボランティア会 様
・二飯田成一 様
・横河電機労働組合金沢ブロック 様

本会では、皆さまからのご寄附を受け付けています。
今後とも皆さまの温かいご支援をお願いいたします。
皆さまからのご寄附は、地域福祉活動やボランティア
活動推進のため活用させていただきます。

※寄附者には税制上の優遇措置があります。

【発行者】 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　石川県金沢市高岡町７-25 金沢市松ヶ枝福祉館内　
【電　話】 ０７６-２３１-３５７１　【FAX】 ０７６-２３１-３５６０　【URL】 http://www.kana-syakyo.jp

武蔵ヶ辻・近江町市場バス停から徒歩5分　南町・尾山神社バス停から徒歩3分
環境のためにも公共交通機関を利用しましょう

［住所］
石川県金沢市高岡町７-25
金沢市松ヶ枝福祉館内
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福祉館 

金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター  

金沢市社会福祉協議会へのアクセス

　このコーナーでは、金沢市内で活動をされているボランティアグループを紹介します。このページで紹介するグループで
は、随時、仲間を募集しています。ボランティア活動に興味がある方は、連絡先までお問い合わせください。
　また、金沢ボランティアセンターでは、「ボランティア活動がしたい」、「ボランティア情報が欲しい」などの相談に応じて
います。お気軽にご相談ください。

■活動の内容について教えてください。
■点訳とは、視覚障害者のために文字や文章を点字に翻訳することです。現在122名の

会員が役割分担しながら活動しています。新刊図書はもちろん、地元ニュースや話題の
人の情報も届けたいとの思いから、抜粋した新聞記事も点訳しています。点訳された
新聞記事は、月２回、登録者に郵送しています。また、点字では表現することができな
い図表や地図を、触って確かめることができる「触図」も作っています。

■ボランティア活動をしていてやりがいを感じるときはどんな時ですか？
■石川県立盲学校からの依頼を受け、同校にこれまでなかった小学生用国語辞典を点訳

しました。一年がかりで点訳して製本した全41巻を寄贈すると、とても喜んでもらえ
ました。生徒からの「待っていたぞ、大切にするね。」と点字で書かれたお礼状を読む
と、これからの励みになります。言葉の意味を調べる楽しさを見つけてくれたようで、
嬉しかったです。

■最後にメッセージをお願いします。
■今年度で創立50周年を迎えることができました。会員が点字を始めたきっかけは、

本が好きだったり、仕事や子育てが落ち着いたことなど様々です。興味のある方は点字にチャレンジしてみませんか？活
動希望者には、点字の知識を学ぶため、石川県視覚障害者情報文化センターが開催するボランティア養成講座を受講い
ただいています。（次回は平成29年５月頃開催予定）

■■■活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。

石川県点訳友の会今号
の

石川県視覚障害者情報文化センター　　担当：坂下　芳恵　　電話：０７６－２２２－８７８１【連絡先】

ボランティア行事用保険Cプラン新設について

AプランおよびCプランの比較表

　平成29年度より、日帰り行事用に名簿備付不要のCプランが新設します。
①サロン行事、居場所づくり等々の不特定多数の方が参加する日帰り行事

を補償します。名簿の備付が不要なので、事前に参加者を特定する必要
がありません。

②対象は「A１区分」で且つ、建物内（施設内）で開催する行事、または屋外
の場合は開催場所の境界（公園・グランド等）が明確に区分できる会場で
開催する行事です。例えば、ハイキング・自然観察・河原遊び等は、ご加入
できません。

③名簿不要のため、補償は行事参加中のみで、往復途上の補償はありません。
④最低加入人数（20名）の要件はありません。20名未満でも最低保険料を

お支払いいただくことで、ご契約いただけます。

～個人情報の取り扱いについて～
　保険加入において提出された個人情報は、保険加入、保険金請求等保険会社に提出します。
　また、保険料助成請求および金沢ボランティアセンター登録情報として使用いたします。

主な項目
加入対象行事
保険料

名簿の備付
往復途上の補償
最低加入人数（20名）
最低保険料

Aプラン
日帰り行事（A1～A3の区分あり）

1日1人

A1：28円、A2：126円、A3：248円

必須

あり

なし（平成29年度より廃止）

各区分とも20名分

Cプラン
日帰りの「A1行事」のみ対象

1日1人 28円

（AプランA1行事に同じ）

不要

なし

なし

560円（20名分）


