
感 謝 録
◆ ボランティア
●明の会　　　　　　　●石川県口腔保健医療センター
●内川小学校太鼓サークル「鼓衣」
●エコール ドゥ ハナヨ バレエ●柿木太鼓　
●桂町獅子保存会　　　●かないわかもめ
●金石消防署　　　　　●金沢西警察署
●金沢美生会　　　　　●鞍月スポーツクラブ
●コーラスあっぷる　　●幸せ作り研究所
●真宗ビハーラの会　　●第二万陽苑ボランティアの会
●玉川こども図書館ボランティアグループ・コスモス会
●葉月の会　　　　　   ●「はるみのおと」の会
●ひだまりグループ　　●伏見高校・サマーボランティア
●フォークウルセダーズ●フレンズ優
●まこと会　　　　　　●末日聖徒イエスキリスト協会
●みなとこども園　　　●みやのこし太鼓若翔
●わくなみ保育園　　　●笑いヨガ石川
●PL有志（ひまわりの会）

●髙　　恭義　　　●吉田　隆夫

●岡　　加代　　　●岡崎ひろ子　　　●沖田　拓夫
●下野芙美子　　　●吉本　泰長　　　●久村　雅子
●荒木　　實　　　●高窪千寿子　　　●酒井　善章
●従二　良子　　　●勝尾外美子　　　●新畑　光文
●清水　良子　　　●西条　康夫　　　●西浜　正子
●青沼　　廣　　　●村尾　和子　　　●中野　吉隆
●釣見八重子　　　●土居　廣次　　　●髙木　京虎
●嶋田　　真　　　●平　　寿彦　　　●松井　和子
●錦織　安子

●崎浦地区 まちぐるみ福祉活動推進委員会
●大徳地区連合町会　　●つつじが丘町会
●中農酒店　　　　　　●浦建築研究所
●兼六建設　　　　　　●ツボ電気工事
●柿本商会　　　　　　●緑花募金
●本園改築整備事業竣工記念祝金64件
●石山加代子　　　●市村　佳子　　　●小倉明喜栄
●髙　　恭義　　　●野村　忠男　　　●毛利　又弘
●その他匿名15名

8月～10月

◎ 実習・体験
アリス学園・インターンシップ（万陽1名）
アリス学園・介護実習（万陽3名、第二1名）
アリス学園・体験学習（万陽3名）
石川県社会福祉協議会・中高年マンパワー事業「職場体験」（第二1名）
石川県社会福祉協議会・福祉のしごと職場体験（第二1名）
大原学園・介護実習Ⅲ（万陽2名）
大原学園・福祉のしごと職場体験（木曳野1名）
金城大学・ソーシャルワーク実習（第二1名、三陽1名、ハビリ1名）
金城大学・養成校学生現場体験（みずき1名）
金城大学短期大学・保育士資格施設実習（ハビリ1名）
金石中学校職場体験（木曳野4名）
金沢医療センター・在宅介護論実習（プラザ6名）
金沢学院大学・教職員免許介護体験（第二1名）
金沢学院短期大学・栄養士養成課程校外実習（木曳野2名、万陽3名）

◎ 施設開放
本園研修室等（三口新町東町会（婦人会含）・花里町会）

金沢大学・教育教員免許法の特例に基づく「介護等体験」（三陽1名、あけぼの1名）
金沢美術工芸大学・教育教員免許法の特例に基づく「介護等体験」（第二1名、三陽2名、あけぼの1名）
金沢福祉専門学校・養成校学生現場体験（みずき1名）
辰巳丘高校・インターンシップ（万陽1名）
辰巳丘高校・施設交流事業（万陽6名）
北陸学院大学・保育実習（ハビリ5名、あけぼの2名）
北陸学院大学短期大学部・栄養士養成課程校外実習（万陽2名、第二4名）

◎ 施設見学
各務原市民生児童委員協議会（本園20名）
◎ 社会貢献活動
内川小中学校リサイクル活動協力（第二・第三・ハビリ）
内川スクールサポート隊（第三・ハビリ）　　崎浦クリーン作戦（本園）

ご厚意ありがとうございました。

（順不同・敬称略）
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子どもたち　小さな手でする　肩たたき
　手から伝わる　優しい気持ち

■ もくじ
P2　向陽苑 崎浦・向陽苑 木曳野
P3　万陽苑・第二万陽苑
P4　第三万陽苑・陽風園デイサービスセンター、
　　陽風園木越デイサービスセンター
P5　三陽ホーム・ハビリポート若葉・若竹
P6　あけぼの作業所・みずきこども園
P7　園だより
P8　感謝録・ボランティア掲示板

金石中学校
　　職場体験

つつじが丘町会、内川女性会

V10ガールズ
みやのこし太鼓若翔

フォークウルセダーズ かないわかもめ



養護老人ホーム

向陽苑 崎浦

養護老人ホーム　向陽苑 崎浦
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号
□部屋タイプ：全室個室
□定員：120名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-263-7691

誕生会

納涼祭納涼祭

お茶会
秋の旅行　おぐら座

敬老行事

8月～10月の行事

●8月
　納涼祭

●毎月の行事
　カラオケクラブ・俳句クラブ・生花クラブ・誕生会・
　喫茶・避難訓練

●9月
　お茶会

●10月
　秋の旅行
　　（おぐら座）
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from facility 施設だより

今 年は梅雨明けの日となった「納涼祭」で英気を
養っていただきました。

　台風一過となった「敬老行事」は、美味しい弁当も
食べ、催し物を楽しみ、石川県と金沢市からは９人の
方に卒寿と米寿のお祝いが贈られました。
　お元気な方が、外出を楽しみにしていた「秋の旅
行」は、「金沢おぐら座」で演劇を鑑賞して、たくさ
んの感動をもらいました。感動は長生きの秘訣です。

data

養護老人ホーム

向陽苑 木曳野

養護老人ホーム　向陽苑 木曳野
〒920-0339 金沢市木曳野4丁目114番地
□部屋タイプ：全室個室
□定員：120名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-268-6541

みなとこども園交流会

納涼祭

8月～10月の行事
● 8月 みなとこども園との合同避難訓練（起震車、水消火器、煙中訓練）・納涼祭・ふらっと
　　　 　木曳野（買物）
● 9月 敬老・創立5周年を祝う会・みなとこども園交流会・金沢 西警察署安全をつなぐ絵手紙キャ
　　　 　ンペーン来苑・加賀獅子舞（桂町獅子保存会の来苑）・リフレッシュ木曳野・ふらっと木曳野
　　　 　（買物、食事、カラオケ）・料理教室・散策
●10月 地域清掃活動・みんなで歌おう会・済生会金沢病院地域連携の集い参加・ふらっと木曳野
　　　　 （買物）

向 陽苑 木曳野は養護老人ホームで、環境上及び経
済的理由などで、居宅での生活が困難なお年寄り

（おおむね65歳以上）に「生活の場」を提供する措置
施設です。
　自立した生活を支援する当施設では、季節に応じた
行事やクラブ活動、地域貢献活動、学校やこども達と
の交流など幅広く楽しみを持つことができます。
　なお、ご利用にあたっては、行政機関が窓口になり
ます。

data

地域清掃活動
リフレッシュ木曳野

●毎月の行事　避難訓練、誕生会、喫茶、各種クラブ（カラオケ、俳句、
　　　　　　　  生花、手芸、書道、音楽）

敬老を祝う会敬老を祝う会

特別養護老人ホーム

万陽苑

特別養護老人ホーム　万陽苑
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号
□部屋タイプ：明悠館 従来型個室
　　　　　　　清風館 ユニット型個室

□定員：明悠館130名、ショートステイ20名
　　　　清風館60名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-263-7692 介護技能グランプリ

（和田瑞希：中央）

わくなみ保育園児との交流

敬老を祝う会（エコールドゥ ハナヨ バレエ）

居酒屋きよかぜ居酒屋きよかぜ

海風浴

8月～10月の行事

●8月
　海風浴
　（明悠館・清風館）
　居酒屋きよかぜ
　（清風館）

●毎月の行事　各種集い（音楽、生花、書道、手芸）・きよかぜシアター
　笑いヨガ・絵本の会・作って食べよう会（月2回：清風館）・避難訓練

●9月
　敬老を祝う会
　（明悠館・清風館）
　わくなみ保育園児との交流
　（明悠館・清風館）

8月～10月の行事

●8月
　納涼祭・地蔵盆
　法要・ドライブ
　ショッピング

●毎月の行事
　各種集い（音楽、生花、書道、絵本、手芸、頭の体操）・喫茶なごみ・
　誕生会・出張理髪サービス・避難訓練

●9月
　長寿を祝う会
　ドライブショッピング
　めぐみ保育園児来苑

●10月
　ランチドライブ・マッサージ
　防災講座（地震体験車）・生活
　給食懇談会・卓上献立

●10月
　秋の日帰り旅行
　（明悠館・清風館）

地蔵盆法要

米寿の方に記念品贈呈

納涼祭納涼祭

めぐみ保育園児来苑

今 年10月に行われた「いしかわ介護フェスタ」の
介護技能グランプリに、当苑より介護職員3名が

参加しました。本番に向けて、先輩介護職員からの懇
切丁寧な指導を受け、日々練習に練習を重ねまし
た。本番当日には、万陽苑をはじめ陽風園の他施設
職員も駆けつけ、大応援団からの声援を受けて、見事

“食事部門”で和田瑞希が最優秀賞をいただきました。
　今後も介護技術の研鑽に努め、より良いサービスを
目指していきます。

data

特別養護老人ホーム

第二万陽苑

特別養護老人ホーム　第二万陽苑
〒921-8046 金沢市大桑町中ノ大平18番地25
□部屋タイプ：個室、多床室（2人、4人）

□定員：150名、ショートステイ10名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-243-0101

秋 の行事の主役は「長寿を祝う会」。石川県からは
90歳の方に、金沢市と陽風園からは米寿の皆様

に記念品が贈られ、ご家族様とご一緒にお祝いをしま
した。
　納涼祭では地域の方々と盆踊りを楽しみ、誕生会で
はご家族様からの温かいメッセージカードに嬉しそう
な笑顔が素敵でした。
　職員は防災訓練（地震体験車）にてマグニチュード
7.2の地震を体験し、日々の訓練に役立て参ります。

data

金沢市100歳祝い金沢市100歳祝い

誕生会誕生会

防災講座自身体験車防災講座地震体験車
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□定員：150名、ショートステイ10名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-243-0101

秋 の行事の主役は「長寿を祝う会」。石川県からは
90歳の方に、金沢市と陽風園からは米寿の皆様

に記念品が贈られ、ご家族様とご一緒にお祝いをしま
した。
　納涼祭では地域の方々と盆踊りを楽しみ、誕生会で
はご家族様からの温かいメッセージカードに嬉しそう
な笑顔が素敵でした。
　職員は防災訓練（地震体験車）にてマグニチュード
7.2の地震を体験し、日々の訓練に役立て参ります。

data

金沢市100歳祝い金沢市100歳祝い

誕生会誕生会

防災講座自身体験車防災講座地震体験車
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特別養護老人ホーム

第三万陽苑

特別養護老人ホーム　第三万陽苑
〒920-1346 金沢市三小牛町24の3番地1
□部屋タイプ：個室、多床室（2人）

□定員：150名、ショートステイ20名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-280-6781

秋の一日旅行（のとじま水族館）

長寿を祝う会

夏まつり

食事会（樹林厨房 六角堂）
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施設だより

当 施設はたけのこの里として名高い内川地区三小牛
町の自然に恵まれた環境の中に立地しておりま

す。地域福祉の拠点として、福祉講座「内川地区ひら
がりサロン」の開催や、夏まつりに内川校下の子供た
ちをお招きするなど、地域に信頼される施設づくりに
努めております。
　9月17日には、毎年恒例の「長寿を祝う会」を開催
し、4名の100歳の方を皆でお祝いしました。大勢のご
家族の皆さまに来苑していただき、会場は熱気にあふ
れました。

data

通所介護

陽風園デイサービスセンター
陽風園木越デイサービスセンター

陽風園デイサービスセンター
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号
□定員：30名　　　□空き：なし（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-263-7698

陽風園木越デイサービスセンター
〒920-0203 金沢市木越チ60番地1
□定員：25名　　　□空き：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-258-1418

救護施設

三陽ホーム

救護施設　三陽ホーム
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号
□部屋タイプ：多床室（2人、4人）

□定員：100名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-263-7693 長寿を祝う会

ゲーム大会

秋の旅行　ゆのくに天祥

8月～10月の行事

●8月
　輪投げ大会

●毎月の行事
　誕生会・クラブ（カラオケ・体操・図工・手芸・書道・生花）・喫茶・
　環境整理・なんでも相談・避難訓練

●9月
　長寿を祝う会
　秋の旅行第1班・秋期検診

8月～10月の行事

●8月 舟木一夫コンサート鑑賞（本多の森ホール）・希望者旅行（片山津方面）

●毎月の行事
　喫茶・クラブ（カラオケ・運動・創作・生花）・喫茶・避難訓練

●9月 五木ひろしコンサート鑑賞（金沢歌劇座）・希望者旅行（加賀月うさぎ
　　　 の里）・内川小中学校運動会・内川地区社会体育大会参加・グループ
　　　 ホーム希望者旅行（能登方面）・希望者旅行（招龍亭）・総合避難訓練
　　　（煙中訓練）
●10月 希望者旅行（片山津方面）・希望者旅行（招龍亭）・利用者対象健康
　　　　 講座・フェスタハビリ

●10月
　聴打診
　北陸三県救護施設親善
　スポーツ大会（ボウリング）

納涼祭

煙中訓練

内川地区花いっぱい運動

た くさんの行事の中で、皆さん一番楽しみにして
おいでるのが、やっぱり旅行。今年の秋の旅行

は日帰りで、｢ゆのくに天祥｣へ行ってきました。
　ゆっくり温泉につかり、いつもと違う雰囲気で豪華
な料理に舌鼓。食後はやっぱりカラオケで盛り上がり
ました。誰かが歌うと、テンポに合わせて誰かが踊り
だす・・・笑いにあふれた楽しい時間でした。

data

障害者支援施設

ハビリポート若葉・若竹

障害者支援施設　ハビリポート若葉・若竹
〒920-1341 金沢市別所町クの10番地
□部屋タイプ：個室、多床室（2人）

□定員：若葉164名／若竹36名
　　　　ショートステイ（併設型4名＋空床型）、グループホーム19名
□空室：若葉・若竹なし、グループホームあり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-247-6787

コ ンサート鑑賞・温泉一泊・中華料理昼食会など、
様々な企画の旅行を実施しました。参加した利用

者の皆様は各旅行とも笑顔が絶えず喜んでおられまし
た。９月４日には内川の小中学校運動会・社会体育大
会に利用者・職員参加し、交流を深めました。現在ハ
ビリポート若葉・若竹共に満室、グループホームは空
きがある状況です。入所希望・施設見学など、お気軽
にお問合せ下さい。

敬老会

マジックショー 運動会

回転寿司

敬老会

マジックショー 運動会

陽 風園デイサービス・陽風園木越デイサービスは、
自宅から日帰りで通所することで、食事や入浴な

ど日常生活上の介護や機能訓練を受けることができま
す。また、職員や他の利用者の方とのコミュニケー
ションで、心身のリフレッシュや健康保持を図りま
す。デイサービスをご利用いただき、活気ある毎日が
送れるようサポートさせていただきます。

data

data

8月～10月の行事

●8月
　夏まつり
　夏のドライブ
 （おぐら座観劇）
　サマー喫茶

●毎月の行事
　誕生会、各種集い（お茶会・生花・書道・手工芸・コーラス・カラオケ・
　園芸）、映画鑑賞会、ショッピング、避難訓練

●9月
　夕涼み会・長寿を祝う会
　食事会（樹林厨房 六角堂）
　作って食べよう会
　お月見喫茶

●10月
　秋の一日旅行（のと
　じま水族館）・秋の半
　日旅行（金沢蓄音器館）
　ハロウィン喫茶

8月～10月の行事
● 8月 ビアフェスティバル（陽風デイ、木越デイ）・ドキドキミステリー
　　　　ツアー（陽風デイ）
● 9月 長寿祭り（陽風デイ）・柿木太鼓ボランティア訪問（木越デイ）・木越
　　　　マジシャン大集合（木越デイ）・ギリギリバトル（木越デイ）
●10月 学園祭ツアー（陽風デイ）・秋風カフェ（陽風デイ）・木越デイサー
　　　  ビスとの交流会（陽風デイ）・あゆみ保育園との交流会（陽風デイ）
　　　　陽風園デイサービスとの交流会（木越デイ）・せんべい焼きツアー
　　　 （木越デイ）・マッサージ（木越デイ）

from facility

作って食べよう会作って食べよう会

スイカ割りスイカ割り

夏のドライブ
（おぐら座観劇）

夏のドライブ
（おぐら座観劇）

北陸三県救護施設
親善スポーツ大会
北陸三県救護施設
親善スポーツ大会

回転寿司 和太鼓ボランティア和太鼓ボランティア
パイロット美術展（県庁展望ロビー）

内川地区
社会体育大会参加

●毎月の行事
　みずきこども園児交流（木越デイ）
　キッチン木越お昼ごはん（木越デイ）
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特別養護老人ホーム　第三万陽苑
〒920-1346 金沢市三小牛町24の3番地1
□部屋タイプ：個室、多床室（2人）

□定員：150名、ショートステイ20名
□空室：あり（12月15日現在）
□見学・ご相談：076-280-6781

秋の一日旅行（のとじま水族館）

長寿を祝う会

夏まつり

食事会（樹林厨房 六角堂）
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がりサロン」の開催や、夏まつりに内川校下の子供た
ちをお招きするなど、地域に信頼される施設づくりに
努めております。
　9月17日には、毎年恒例の「長寿を祝う会」を開催
し、4名の100歳の方を皆でお祝いしました。大勢のご
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from facility
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就労継続支援B型

あけぼの作業所

就労継続支援B型　あけぼの作業所
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号

□定員：40名
□見学・ご相談：076-263-7694

□定員：168名
□見学・ご相談：076-258-2120

焼き菓子作業

軽作業

自慢のらっきょうたち

自慢のクッキー

漬物作業

7Yofuen Public Relations Magazine  No.88

施設だより

あ けぼの作業所では、漬物班・焼菓子班・軽作業班
の３つに分かれて作業をしています。クッキーや

マドレーヌ、白菜漬け、梅干し、らっきょうなどを製
造し、様々なイベントでも販売しています。
　花見や納涼祭、秋の旅行など季節の行事を通じて幅
広い体験を実施しており、リフレッシュと潜在能力の
発見、育成に努めています。

data

認定こども園

みずきこども園

認定こども園　みずきこども園
〒920-0201 金沢市みずき4丁目1番地

いもほり

お味はどうかな？

めった汁作り

上手に切れるかな？

み ずきっこ農園へ芋掘りに行きました。暑い日も年
長年中児が水やりを頑張ったサツマイモ畑で大き

な芋がたくさん採れました。このサツマイモを使っ
て、年長組がめった汁を作ってみんなにご馳走してく
れました。
　めった汁パーティーではみずきっこ農園や芋掘りの
時にも大変お世話になった青沼さん、平さん、沖田さ
ん、吉本さんを招待して一緒に会食もしました。自分
たちで作ったものは格別だったようでお代わりをする
子もたくさんいましたよ。

data

8月～10月の行事

●8月
　クラブ（デッサン）

●毎月の行事
　健康指導・誕生会・避難訓練

●9月
　生活給食懇談会

●10月
　クラブ（DVD鑑賞）

8月～10月の行事

● 8月 小中学生との交流会・１年生との交流会

● 9月 祖父母の会・運動会

●10月 自然体験教室・芋ほり・めった汁パーティー・大浦校下文化
　　　　祭参加・交通安全教室・りんご収穫体験・お弁当遠足・保育
　　　　参加・金沢マラソン応援

from facility

●毎月の行事
　フリーデイ・デイサービス交流・ひなたぼっこ（フリークラス・0歳クラス）

　1991年11月に第１号を発行して以来、25年余りの
歴史を歩んできた『陽風園だより』が、今までの遺伝
子を受け継ぎ、より幅広い年代、地域の皆様に「見た
い、知りたい、聞きたい」情報を分かりやすく伝える
ため、デザインと内容を一新し、配布先と発行部数を
増やしました。

『陽風園だより』リニューアル

　地域の方々、利用者の皆様のご協力の下、足掛け7年
の歳月をかけて進めてきた陽風園本園改築整備事業は
9月末をもって完了し、10月14日に竣工記念式典・
記念行事を行いました。
　無事にこの日を迎えることができたことを報告させ
ていただくと共に、改めて感謝を申し上げます。

本園改築整備事業竣工記念式典
記念行事を行いました

　平成29年11月22日、万陽苑清風館・介護実技研修
室にて「陽風園ケアワーカーカフェ」を開催しまし
た。この新たな取り組みは、年代や職種を問わず陽風
園の職員たちが自由に集い、意見を交換し合い、楽し
める催しを一緒に行うなどリラックスできる空間づく
りが目的となります。
　第一回のテーマは、新設された介護実技研修室の紹
介と、今後の取組みへの意見交換会でした。開催時間
の午後６時になると次々と参加者が集まり、あっとい
う間に研修室はいっぱいになりました。
　飲み物を飲みながら、簡単に自己紹介をした後、当
日行われた介護技術キャリアパス研修の振り返りに入
り、介護技術について話し合われました。
　自分たちの施設では、入浴ではこんな取り組みをし
ている、後輩への指導ではこんなことを意識している
など、たくさんの意見が出ました。また、休日の過ご
し方など、息抜きについても話がありました。時間が
経つと、遅番職員、ケアマネージャー、相談員なども
集まりました。
　その後に行われた、陽風園ケアワーカーカフェを利
用した今後の取組みについての話し合いでは、幅広い

年代、職種の方が集まって様々なアイディアが出さ
れました。
　今後も定期的に陽風園ケアワーカーカフェを開催
し、職員自身の手による働きやすい職場づくりへの
活用を目指していきます。

第一回
陽風園ケアワーカーカフェ開催

陽風園からのおしらせ
topics

[主な変更点]

　〇 全紙面カラー化

　〇 写真枚数増

　〇 各施設の特色を紹介

　〇 入居施設の空き状況を掲載

　〇 地域との関わり、ボランティア活動の掲載

これからも
よろしく
お願いします

理事長の式辞
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就労継続支援B型

あけぼの作業所

就労継続支援B型　あけぼの作業所
〒920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号

□定員：40名
□見学・ご相談：076-263-7694

□定員：168名
□見学・ご相談：076-258-2120

焼き菓子作業

軽作業

自慢のらっきょうたち

自慢のクッキー

漬物作業
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施設だより
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data
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みずきこども園
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いもほり

お味はどうかな？
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上手に切れるかな？
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う間に研修室はいっぱいになりました。
　飲み物を飲みながら、簡単に自己紹介をした後、当
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　自分たちの施設では、入浴ではこんな取り組みをし
ている、後輩への指導ではこんなことを意識している
など、たくさんの意見が出ました。また、休日の過ご
し方など、息抜きについても話がありました。時間が
経つと、遅番職員、ケアマネージャー、相談員なども
集まりました。
　その後に行われた、陽風園ケアワーカーカフェを利
用した今後の取組みについての話し合いでは、幅広い

年代、職種の方が集まって様々なアイディアが出さ
れました。
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し、職員自身の手による働きやすい職場づくりへの
活用を目指していきます。
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　〇 全紙面カラー化

　〇 写真枚数増
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感 謝 録
◆ ボランティア
●明の会　　　　　　　●石川県口腔保健医療センター
●内川小学校太鼓サークル「鼓衣」
●エコール ドゥ ハナヨ バレエ●柿木太鼓　
●桂町獅子保存会　　　●かないわかもめ
●金石消防署　　　　　●金沢西警察署
●金沢美生会　　　　　●鞍月スポーツクラブ
●コーラスあっぷる　　●幸せ作り研究所
●真宗ビハーラの会　　●第二万陽苑ボランティアの会
●玉川こども図書館ボランティアグループ・コスモス会
●葉月の会　　　　　   ●「はるみのおと」の会
●ひだまりグループ　　●伏見高校・サマーボランティア
●フォークウルセダーズ●フレンズ優
●まこと会　　　　　　●末日聖徒イエスキリスト協会
●みなとこども園　　　●みやのこし太鼓若翔
●わくなみ保育園　　　●笑いヨガ石川
●PL有志（ひまわりの会）

●髙　　恭義　　　●吉田　隆夫

●岡　　加代　　　●岡崎ひろ子　　　●沖田　拓夫
●下野芙美子　　　●吉本　泰長　　　●久村　雅子
●荒木　　實　　　●高窪千寿子　　　●酒井　善章
●従二　良子　　　●勝尾外美子　　　●新畑　光文
●清水　良子　　　●西条　康夫　　　●西浜　正子
●青沼　　廣　　　●村尾　和子　　　●中野　吉隆
●釣見八重子　　　●土居　廣次　　　●髙木　京虎
●嶋田　　真　　　●平　　寿彦　　　●松井　和子
●錦織　安子

●崎浦地区 まちぐるみ福祉活動推進委員会
●大徳地区連合町会　　●つつじが丘町会
●中農酒店　　　　　　●浦建築研究所
●兼六建設　　　　　　●ツボ電気工事
●柿本商会　　　　　　●緑花募金
●本園改築整備事業竣工記念祝金64件
●石山加代子　　　●市村　佳子　　　●小倉明喜栄
●髙　　恭義　　　●野村　忠男　　　●毛利　又弘
●その他匿名15名

8月～10月

◎ 実習・体験
アリス学園・インターンシップ（万陽1名）
アリス学園・介護実習（万陽3名、第二1名）
アリス学園・体験学習（万陽3名）
石川県社会福祉協議会・中高年マンパワー事業「職場体験」（第二1名）
石川県社会福祉協議会・福祉のしごと職場体験（第二1名）
大原学園・介護実習Ⅲ（万陽2名）
大原学園・福祉のしごと職場体験（木曳野1名）
金城大学・ソーシャルワーク実習（第二1名、三陽1名、ハビリ1名）
金城大学・養成校学生現場体験（みずき1名）
金城大学短期大学・保育士資格施設実習（ハビリ1名）
金石中学校職場体験（木曳野4名）
金沢医療センター・在宅介護論実習（プラザ6名）
金沢学院大学・教職員免許介護体験（第二1名）
金沢学院短期大学・栄養士養成課程校外実習（木曳野2名、万陽3名）

◎ 施設開放
本園研修室等（三口新町東町会（婦人会含）・花里町会）

金沢大学・教育教員免許法の特例に基づく「介護等体験」（三陽1名、あけぼの1名）
金沢美術工芸大学・教育教員免許法の特例に基づく「介護等体験」（第二1名、三陽2名、あけぼの1名）
金沢福祉専門学校・養成校学生現場体験（みずき1名）
辰巳丘高校・インターンシップ（万陽1名）
辰巳丘高校・施設交流事業（万陽6名）
北陸学院大学・保育実習（ハビリ5名、あけぼの2名）
北陸学院大学短期大学部・栄養士養成課程校外実習（万陽2名、第二4名）

◎ 施設見学
各務原市民生児童委員協議会（本園20名）
◎ 社会貢献活動
内川小中学校リサイクル活動協力（第二・第三・ハビリ）
内川スクールサポート隊（第三・ハビリ）　　崎浦クリーン作戦（本園）

ご厚意ありがとうございました。

（順不同・敬称略）
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◆ 寄付物品の部

◆ 寄付金の部
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子どもたち　小さな手でする　肩たたき
　手から伝わる　優しい気持ち
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金石中学校
　　職場体験

つつじが丘町会、内川女性会

V10ガールズ
みやのこし太鼓若翔

フォークウルセダーズ かないわかもめ


