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まずはご相談を

「みんなちがって みんないい」「みんなちがって みんないい」

①ほとんどの家庭にある
②置き場所を推測しやすい
③大きいので見つけやすい

【冷蔵庫がよい理由】

地域福祉推進課

平成30年度

福祉総合相談事業　第２回公開セミナー福祉総合相談事業　第２回公開セミナー

☎0776-64-3000

ギター弾き法話 浄土宗善導寺副住職
だい  もん      てつ   じ

もしもの時の連絡先

持ってますか!?

日　時：平成31年3月20日（水）午後1時～午後２時30分
場　所：永平寺老人福祉センター永寿苑 大広間
　　　　（永平寺町飯島6-34）

平成31年3月16日（土）午後1時30分～午後3時（開場午後1時）
永平寺開発センター　3階大ホール
（永平寺町東古市10-5）

「老いても、病んでも、最後まで自分らしく！をかなえよう
　～人生会議のススメ～」
福井大学医学部附属病院がん診療推進センター　特命助教　児玉 麻衣子医師
講演と劇
60名 ※事前の申し込みが必要です
平成31年3月8日（金）

お問い合わせ

お問い合わせ

地域福祉推進課 ☎0776-64-3000お問い合わせ

　事故や体調の変化により救急で運ばれるとき、救急隊員や医師がもっと
も必要とする情報は「緊急連絡先」と言われています。
　もし、重症な場合、「緊急連絡先」にある家族等の合意がないとおこなえな
い特別な検査もあるからです。また、服薬の状況や血液型などの情報があれ
ば、処置も迅速におこなえることも期待できます。「まさか」の時のお守りと
して準備しておくことをお勧めします。

　認知症や知的・精神障がいをお持ちの方で、判断能力に不安のある方を対象に日常の金銭
管理や、さまざまな福祉サービスについての相談・助言・手続きのお手伝いをします。

安心カードは、区単位の
申し込みとなります。
地区での実施をご希望の
場合は、社協各窓口まで
お問い合わせ下さい。

福祉サービス利用援助事業のご案内福祉サービス利用援助事業のご案内

こんなことで困っていませんか？こんなことで困っていませんか？

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

必要な福祉サービス利用の
手続きをお手伝いします

金銭管理の
お手伝いをします

安全な場所で
お預かりします

お問い合わせ  地域包括支援センター

永平寺町在宅ケア普及啓発講演会永平寺町在宅ケア普及啓発講演会
日　時

場　所

テーマ

講　師

内　容

定　員

締切り

☎0776-61-6166

最後まで大切にしたいことは何か、一緒に考えませんか？最後まで大切にしたいことは何か、一緒に考えませんか？

悩みがあるのもそれもいい！唄をとおして伝える笑顔の法話♪悩みがあるのもそれもいい！唄をとおして伝える笑顔の法話♪

参加費無料

大門  哲爾 氏

大門哲爾　プロフィール  
　「唄うお坊さん」として、歌を交
えた法話を行い、誰もが親しみや
すい仏教を伝えている。地元大野
市では、「子どもの寺子屋」、「大人
の寺子屋」、「カフェで仏教」を開
催するなど、多彩な活動を行って
いる。
　2016年には「唄うお坊さん」と
しての活動が評価され、日本青年
会議所北陸信越地区福井ブロッ
ク協議会主催の“ふくい人の力大
賞2016”でグランプリを受賞して
いる。

ひと

参加費無料

福祉サービスの
手続きが
分からない…

計画的に
お金を使いたい
けれども、うまく
いかない…

通帳などを
しまった場所を
忘れてしまう
ことが…？

松　岡 ☎0776-61-6003
永平寺 ☎0776-63-3868
上志比 ☎0776-64-3000

●カードに記入後は封筒に入れ、分かるように冷蔵庫に磁石で留めてください。
●カード内の情報に変更があれば、速やかに更新していくことが大切です。
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オシャレな空間オシャレな空間

みんなで認知症について勉強中…みんなで認知症について勉強中…

利
用
者
さ
ん
の
声

活動を通して

活動を通して

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

コカリナ
平成21年、朝倉遺跡で行われた
全国植樹祭で、美智子皇后様が
首からかけておられました。

広がれボランティアの輪広がれボランティアの輪

　福井県内や永平寺町の福祉施設を中心にアルト
サックスの演奏を披露しています。また、夏祭りな
どのステージで演奏することもあります。警察の
音楽隊で演奏経験のある方を中心に活動していま
す。メンバーは6人で和気あいあいと練習したり、
訪問活動に出かけたりしています。

活動内容
　コカリナはシンプルで小さな木製の管楽器で
す。木には温かさや優しさがあるように、コカリナ
の音色にも温かさや優しさによる癒しの効果があ
ります。このことを知って頂き、感じて頂きたく
思って、昨年来より町内の施設等で演奏活動を
行っています。

Shion’sShion’s

Sunny
Steps
Sunny
Steps

　永平寺町では、傾聴ボランティアや配食ボランティアなど様々な方がボランティアとして活躍されていま
す。今回、ボランティアの方々にインタビューをさせていただき、いろいろなお話をお聞きすることができ
ました。ボランティア活動をするようになったきっかけや、活動を通して得られたことなどを伺うことがで
きましたので、ご紹介します。ボランティア活動に関心のある方は永平寺町ボランティアセンターまで！

「えきなかカフェ」は認知
症の人やその家族、地域住
民の誰もが気軽に集まって、
日頃の悩みを相談したり交流が
できる場です。
　介護の専門家も参加していますので、悩みや心配ごと等も
気軽に話し合いながら、楽しく過ごしましょう！

 たこ焼きパーティーやアレンジフラワーをみんなで作っ
たり、認知症についてのミニ講座など、毎月趣向を凝ら
したイベントを企画しております。
　ぜひ一度足を運んでみてください。

　メンバー６人のうち５人は60歳を過ぎてか
ら始めました。みな全くの素人ですが、練習を
始めて2年目から、福祉施設を訪問するように
なりました。施設の利用者の方から拍手をも
らったり、励ましの言葉をかけてもらったりし
て感激したことを覚えています。テレビで演奏
したり活動の様子が新聞に掲載されたりしたこ
とも自信になりました。
　誰かに聞いてもらうという目標ができ、練習
に張り合いが生まれました。少しずつ上達して
いることも実感できるようになりました。ま
た、仲間も増え人とのかかわりも増えたため、
やりがいを感じるようになってきました。

　介護施設や障害者療養施設での演奏活動で感じたことは、施設利
用者の皆さんが一緒に歌ったり手拍子を打って楽しんでくれたりし
たことです。また、職員の皆さんも利用者さんと同じ目線で参加し
て頂いたことです。ひと時の場とはいえ活動の意義を大いに感じる
ことができました。
　これからもこのような活動の場を少しずつ広げていきたいと思っ
ています。

「えきなかカフェ」「えきなかカフェ」

プロフィール
活動メンバー：6人
活動年数：3年
活動内容：週１回（練習）
※月2回の福祉施設訪問等
　メンバー募集中
　初めての方も大歓迎です。

プロフィール
活動人数：3人
活動年数：10年　　　
活動内容：公民館、児童館、
行政施設、介護施設等での
演奏活動、定期演奏会
その他：随時メンバー募集
　　　　（特に町内の方）

活動内容

☎0776-61-6003

どんなところ？どんなところ？
ってって

ボランティア活動に関心のある方
は、永平寺町ボランティアセンター
まで、お気軽にご連絡ください。

ボランティアさん
大募集

毎月第2・4木曜日に開催しています。
時　間：午後1時～午後4時
場　所：永平寺口旧駅舎 地域交流館（永平寺町東古市9-85-2）
参加費：100円

毎月第1・3水曜日に開催しています。
時　間：午後1時～午後4時
場　所：茶まのおもてなし
　　　　(勝山酒店)
　　　　　（永平寺町松岡薬師1丁目124）

みんなとワイワイ
しながら過ごす時間が
本当に楽しい！

大好きな
カラオケができて
ストレス発散
できる！

ココにきて
みんなと食べる

おやつはいつもより
なんだかおいしく
感じるんだよな。

認知症について
知らなかった知識を

得る事ができてよかった。
これから予防を
頑張ります！

「茶ま」も待ってるよ～～！！
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頂いた浄財は町の福祉のために有効に活用をさせていただきます。

※民生委員・児童委員とは…民生委員は、児童委員も兼ねていて、高齢
者や障がいのある方、母子・父子家庭の子育ての相談等にも対応して
くれる地域住民の身近な相談相手であり、支援を必要とする住民と行
政や専門機関をつなぐパイプ役も務めます。

※万が一、落丁、乱丁などの不良品がございましたら、事務局までご連絡ください。

13：30～16：0013：00～16：00

心配ごと相談弁護士による無料法律相談

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

☎0776-61-6166
お問い合わせ

地域包括支援センター

介護予防
教室

寄 附 御 礼
平成31年1月1日～1月31日

次の皆様から、社会福祉のためにたくさんの「まごころ」が寄せられました。
深くお礼申し上げます。
皆様からいただいた寄附金・寄贈品は、寄附されました方の希望される使途を尊重
させていただきますとともに､社会福祉のため有効に活用させていただきます。

「ちょっと行ってこさ教室」「ちょっと行ってこさ教室」

わくわく一座 新春公演
盛大に開催しました！
わくわく一座 新春公演
盛大に開催しました！

日　時：平成31年3月22日（金）午後1時30分～午後2時30分
場　所：永平寺保健センター
　　　 （永平寺町東古市8-16-2）
テーマ：健腸長寿 ～ウンチは健康のバロメーター～
対象者：町内在住の65歳以上で要介護認定を受けていない方
定　員：20名
持ち物：飲み物

行ってこさ！
に

■参加希望の方は、電話にて
　お申し込みください。

必要な栄養を吸収し、外敵の侵
入から

体を守っている、健康の要の「腸
」。腸を

元気にする秘訣や、「腸」からの
お便り

“ウンチ”についての講座です
。あなた

の腸はお元気ですか？講座に
参加し

て、チョー（腸）元気!!になりまし
ょう！

奥山　雄司 様
金花堂 様
匿名 様
永平寺町どんど焼き実行委員会 様

花谷
山王
匿住所

歳末配分金事業
永平寺支所運営事業
ホームヘルプ事業
物品貸出事業

1月10日
1月15日
1月28日
1月29日

氏　　　名　　　　　　　         （住  所） 金額（品名） 受入区分受領日

寄
附
金

6,790円
3,000円
50,000円
4,313円

相談の一歩が
解決の近道に！

平成31年1月9日（水）

秘密は必ず守ります

info@eiheijishakyo.jp
相談できる内容には、とくに決まりはございません。
小さなことと思われることでもお気軽にご相談ください。

松　岡 ☎0776-61-6003
永平寺 ☎0776-63-3868
上志比 ☎0776-64-3000 QRコードでも読み取れます。

・永平寺町社協各事務所への来所相談
・電話でのご相談も可能です。

・メールでのご相談も受け付けております。

相
談
方
法

無料法律相談

平成31年2月28日（木）
永平寺老人福祉センター 永寿苑
担当弁護士：北川　稔 氏
平成31年３月28日（木）
永平寺町やすらぎの郷
担当弁護士：安藤　健 氏

悩み!! 不安!! 心配!!

をご活用ください。
午後1時～午後4時

※1回８名の方を受け付けています。
※お一人様の相談時間は２０分程度とな
ります。
※事前に電話予約が必要となります。

法律のことなら

心配ごと相談心配ごと相談
社協各窓口で随時受付し、相談内容に合った専門機関や
民生委員・児童委員さん、社協職員などが対応いたします。

心温まる善意に感謝いたします心温まる善意に感謝いたします

恒例

午前の部 全員が黒留袖での顔合わせ！
カラオケ、踊りや
爆笑バナナのたたき売り！

午後の部 にぎやかな銭太鼓で始まり、
介護保険の申請をテーマにした
劇に皆さん大笑い！

アドリブのパンチ
が

　効いていました
アドリブのパンチ

が

　効いていました

在宅福祉サービス課 ☎0７７６-６3-3868

趣味や習い事、お子様の行事な
ど自分の生活スタイルに合わせ
て働ける環境です。急にお休み
を取りたい時も、シフト調整し
ておりますので、安心。ご利用者
様の気持ちに寄り添える方、そ
のような方、大歓迎です。

生活援助、身体介護、通院介助、障害福祉サービス
2～3名

詳細については応相談

・普通自動車運転免許（必須）
・ホームヘルパー養成研修
 ２級課程以上修了者
・介護福祉士　　
・看護師

内　　容

募集人数

資　　格

時給1,220円～賃　　金

そ の 他

お問い合わせ

ポイントポイント

求人情報求人情報

いずれかの資格を
有すること}

「多数のご来場ありがとうございました。
次回は８月上旬のお盆公演です。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。」

わくわく一座よりわくわく一座より

登録ヘルパーさん募集!!

参加費無料



ふだんの暮らしの困りごと…
みんなが自分の「できること」で支え合う。

参加費
無料

日　時

場　所 永平寺開発センター 3階大ホール
（永平寺町東古市10-5）
永平寺開発センター 3階大ホール
（永平寺町東古市10-5）

平成31年3月10日平成31年3月10日

定　員 100名※事前に参加申し込みをお願いします。（締切3/5）100名※事前に参加申し込みをお願いします。（締切3/5）

（日）（日）
午前9時20分～12時（受付9時～）午前9時20分～12時（受付9時～）

プログラム

５年後、１０年後の自分のため、みんなのため、
一緒に考えてみませんか？

第１部：講演　9時30分～10時

第２部：ワークショップ　10時～11時55分

なぜ必要？  
地域を知ること つながること

地域支え合いマップづくり

～誰もが安心して地域で暮らし続けるために～
●まず、今ある地域の力を見つけましょう！
●地域の強み、自慢できるところ、頼りにできる人財などを語りましょう！
●大勢が集まって情報を出し合えば、具体的な取り組みが見えてくる？

一般社団法人 寺本社会福祉事務所 寺本　紀子　氏講　師

プロフィール
同志社大学文学部社会学科社会福祉学専攻卒業。社会福祉士、乳児保育園、福祉事務所の家庭相談員、老人保健施設の
支援相談員、社会福祉協議会のジョブコーチ、精神障害者地域生活支援センターのソーシャルワーカー、津幡町地域
包括支援センターのセンター長を経て独立し、社会福祉士事務所を設立。

支え合い
のまちづくり

●
永平寺町役場永平寺支所
永平寺開発センター 

●永平寺中学校

国道416号線
●志比小学校

至勝山市→←至福井市

九頭竜川

永平寺口駅
えちぜん鉄道勝山永平寺線

中部縦貫自動車道

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 
　8：30～17：30までお問い合わせ ☎0776-61-6166地域包括支援センター


