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3  Vol.125  February Vol.125  February  2

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 
8：30～17：30まで

いきいきボランティアさん大募集いきいきボランティアさん大募集

はぁもにぃ永平寺新事業所 内覧会のご案内はぁもにぃ永平寺新事業所 内覧会のご案内

ひ
か
り
苑
の

　

作
品
展
▼

　永平寺町の福祉施設において、自分の趣味を生かして、いきいきとボランティア活動を
しながら、笑顔の花を咲かせている方がいらっしゃいます。その方たちにインタビューを
しましたので紹介します。趣味をお持ちの方、あなたの力お貸しください‼

　成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまった方や、
知的障がいのある方の財産を管理し、不当な契約などから守る制度です。

　かねてより建築中でありました当法人新事業
所が来たる３月19日に竣工の運びとなる予定で
す。皆様のお陰と深く感謝申し上げます。
　竣工の暁には是非皆様方にも見て頂きたく、右
記のように内覧会を行いたいと思います。お時間
ありましたら是非お立ち寄りください。

■日時：3月22日（日）
　　　 〇午前10時～12時
　　　 　（松岡吉野堺地区の方を対象）
　　　 〇午後1時30分～午後4時
　　　 　（関係者の方及び一般の方を対象）
■住所：永平寺町松岡吉野堺18-5-1（青山ハープ様前）

　月1回、お習字を教えています。教えるというよりは、

「一緒に楽しんで書（しょ）をかく」という感じです。

初めは、「うまく書けん」「はずかしい」と言っていた利用者の方も、味の

ある作品に仕上がると嬉しそうな表情になり、続けて取り組むように

なりました。また、施設の職員の方の参加も増え、作品展を楽しみにし

てくれています。

　自分も「次はどんな字を書こうかな、作品展はどんなふうにしようか

な」と考え、いろいろ試してみることが楽しみになりました。利用者の

方の笑顔に励まされ、ボランティアを続けていこうと思っています。

令和元年度 視察研修のご案内令和元年度 視察研修のご案内

見てみよう! わが町の障がい福祉事業所見てみよう! わが町の障がい福祉事業所

成成 年年 後後 見見 制制 度度 を知るを知る

地域福祉推進課

☎0776-64-3000
お問い合わせ

永平寺町ボランティアセンター

☎0776-61-6003

お問い合わせ

ひかり苑編

仕事の内容・・・

地域の中で活動される３ヶ所の福祉事業所を一緒に見学しませんか？

こんな不安
ありませんか・・・

利用するにはお金が
かかります・・・

あなたの力、
求む

生活、医療、介護などの事務手続き
≪身上監護≫

●お金の管理がむずかしい・・・誰か代わりにやってくれないかな。
　　→あなたに代わり貯金を安全に管理します。
●福祉サービスを利用するのにひとりで契約が出来るかな。自信がない。
　　→あなたの契約をお手伝いします。
●ああ、また必要ないのに高額な布団を買っちゃった。どうしよう。
　　→よくわからず買ってしまったものを取り消しできることもあります。

※後見人の手続きには費用がかかります。
※また、後見人（弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等）は人によっては費用が
　違います。

預貯金や不動産の取引などお金の管理
≪財産管理≫

竹内 喜代美さん

　　　　　　　月1回、お花を教えています。初めは、表情も少なく、
　　　　　　手も出せない利用者の方もいましたが、お花を見て笑
　　　　　　顔になり、お花とお話しながら生けるようになりまし
た。「わたしにもできるんや」という声が聞かれ、私たちも嬉しくなり
ました。手先を動かすというリハビリになったり、わくわく感で表情
が豊かになったりしたそうです。そんな時ボランティアをしてよ
かったと思い、やりがいを感じます。気を付けていることは、手を出
しすぎないこと、決めつけないで見守ることです。私たち自身も勉強
させてもらうことができよかったです。

森国 冨美江さん・黒田 ひかるさん

日　時：令和２年3月6日（金）
　　　 午前11時45分～午後3時30分
場　所：永平寺あぐりの家 (就労継続B型)
　　　 スマイルメーカー (就労継続A型・B型)
　　　 はぁもにぃ永平寺 (生活介護・放課後等デイサービス)
定　員：15名(定員になり次第、締め切らせていただきます)
　　　　※参加の際には、送迎バス乗車場所を確認いたします。

対　象：町内在住の方で障がいある方とその家族
　　　 また、障がい者(児)支援活動に関心のある方
参加費：500円 ※昼食代含む
締切り日：令和2年2月28日（金）

【時間：乗車場所】
11：45　永平寺町やすらぎの郷　　
12：05　松岡福祉総合センター翠荘
12：20　永平寺老人福祉センター永寿苑
　　　　　　　　　↓
12：30　永平寺あぐりの家 着　
　　　　昼食・見学
13：45　スマイルメーカー 着　見学
14：25　はぁもにぃ永平寺 着　見学
　　　　　　　　　↓
15：00　松岡福祉総合センター翠荘
15：15　永平寺老人福祉センター永寿苑
15：30　永平寺町やすらぎの郷 着
※あくまで予定となりますのでご了承ください

≪行程予定表≫
移動は、バスで行います移動は、バスで行います

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】

持ってますか!?
　安心カードは、冷蔵庫の扉等に貼り付け、緊急時
に、かけつけた救急隊員や警察官等が、安心カードか
ら必要な情報を迅速に入手し、事態に的確に対応す
るために利用します。
カードへの記入事項
　氏名、性別、住所、電話、生年月日、血液型、かかりつ
けの医療機関、現在の病気、飲んでいる薬、アレル
ギー、緊急連絡先、日常的な支援者、その他（伝えたい
こと）、家族の状況

安心カードは、区単位の
申込となります。
地区での実施をご希望の場
合は、社協各窓口までお問い
合わせください。

はぁもにぃ永平寺からのお知らせはぁもにぃ永平寺からのお知らせ

もしもの時の
連絡先

ひかり苑編
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永平寺町社協の広報誌「ほほえみ」に
関するアンケートに

ご協力をお願いいたします‼

アンケート受付期間

スマートフォンからアクセスできます

当会ホームページからもアクセスできます。

皆さまに愛される、より良い広報誌を目指します。
ぜひご協力をお願いいたします。

令和2年2月21日（金）～3月31日（火）令和2年2月21日（金）～3月31日（火）

回答はこちらから

あなたが 募金したなら…
こんなことに使われています。

※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

結果報告につきましては、「ほほえみ」ならびに当会ホームページにて公表させていただく予定です。

ひとり暮らし高齢者のために

おせち料理の宅配、交流のつどい、会食の実施

2,417,209円
募金実績額

（令和2年1月31日現在）

　　　永平寺町共同募金委員会では、地域で活動している福祉団体、
　ボランティア団体、地域内や広域の福祉活動を支えるための助成
を行っています。

【助成対象団体】
町内で活動している　
社会福祉法人・特定非営利団体・福祉団体・ボランテア団体・地域団体
【対象事業】  
地域や社会を豊かにする！元気づける！ための広域的な地域福祉事業 
（事業実施期間：令和３年4月１日～令和4年3月31日まで） 
【助成の範囲】対象経費の４分の３以内で、１０万円を限度とする  
【申請期限】 令和2年5月25日（月）　※期限を過ぎての受付は行いません。 
※申請書は永平寺町社協の各窓口にもございます。 また、ホームページからもダウンロードできます。

※助成の決定は共同募金委員会にて審査を行い、助成団体、助成額を決定します。

※次の事業は対象外とします。
⑴他の補助金との重複や公的補填
のある事業
⑵営利活動や政治、宗教、組合の運
動のための手段となる事業
⑶福祉を目的としない事業

　歳末たすけあい募金は、共同募金
運動の一環として、新たな年を迎え
る時期に、支援を必要としている
人々が安心して暮らすことができ
るよう、支援している募金です。

赤い羽根共同募金
助成団体の公募
赤い羽根共同募金
助成団体の公募

歳末たすけあい募金報告歳末たすけあい募金報告

家屋漏電点検のために

ひとり暮らしの高齢者宅の
漏電点検を無料実施

住民の皆様に福祉情報を
発信するための広報誌発行

広報誌発行のために

赤い羽根団体助成へ

ひとり親家庭のために

ひとり親家庭へ図書券の配布を行いますを行います

地域福祉活動支援のために

こんな情報が
ほしい！

こんな事が
気になる！

いつも当会の広報誌をご覧いただきありがとうございます。
町民の皆さまへより良い情報をお届けするため、

広報誌「ほほえみ」に関するアンケートを実施します！

 広報誌「ほほえみ」

永平寺町社会福祉協議会 検索

永平寺町社会福祉協議会 検索

17円

68円

62円

187円

144円

22円
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※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

悩み!! 不安!! 心配!!

『いきいき百歳体操』
　参加しませんか!

相談の一歩が解決の近道に！

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。

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

（QRコードで読み取り又はホームページから）
相
談
方
法

秘密は
必ず守ります

寄 附 御 礼
令和2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。

永平寺町社協各事務所への
来所・電話でのご相談や
メールでの相談も可能です。

参加費

無料

3月の予定

永平寺老人福祉センター 永寿苑

◆毎週　木曜日
◆時　間：午前10時～10時40分
（現在、28名様のご登録をいただています。）

令和元年度 家族介護者教室（交流）事業

『みんなで
ロング太巻き寿司』
『みんなで
ロング太巻き寿司』

その他にもいろいろな企画を考えております！

★民謡と踊りをお届けします♡♡
　皆さんも輪になって、
　一緒に踊りましょう!

市野々
谷口

永平寺支所事業1月16日
1月 6日

氏　　　名　　　　　　　         （住  所） 金額（品名） 受入区分受領日
寄
附
金
物
品

10,000円
介護用品

渡邉　ふみ子 様
山口　英子 様

1/291/29
（水）

☎0776-63-3868永平寺老人福祉センター　永寿苑お問い合わせ

無料法律相談 ご活用ください。を
午後1時～午後4時

※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。

□令和２年3月26日（木）
永平寺町やすらぎの郷
担当弁護士：的塲　健二 氏

□令和２年2月27日（木）
永平寺老人福祉センター
担当弁護士：板倉　充紘 氏行

事
報
告

地域福祉事業、包括的支援事業、えいへいじ居宅介護支援事業、
小規模多機能型居宅介護事業、各デイサービスセンター事業

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

☎0776-61-6166お問い合わせ

介護予防
教室

介護者元気回復交流会のお知らせ

介護予防

「ちょっと行ってこさ教室」「ちょっと行ってこさ教室」
テーマ：頭と体を活性化させよう！
内　容：頭と体を活性化させるための楽しい体操とゲーム
講　師：福井大学 医学部医学科 運動・スポーツ医学領域　准教授   山次　俊介氏
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

日時・場所：①令和2年3月10日（火）午前10時30分～11時30分
　　　　     永平寺町やすらぎの郷（石上27-27）
　　　　　　②令和2年3月17日（火）午前10時30分～11時30分
　　　　     松岡福祉総合センター翠荘（松岡吉野堺15-44）
持ち物：水分補給用の飲み物

行ってこさ！行ってこさ！

■参加希望の方は、教室開催日の1週間前までに
　電話で申込みをしてください。

◆日程：令和2年3月18日（水）
◆時間：午後1時30分～3時
◆内容：『鯖江 越中おわらを
   　　楽しむ会公演』

☆今年も太巻き寿司に挑戦し
ました。みんなで巻いた太巻き
（全長16ｍ）は昼食においしく
いただき、一足早い節分の気分
を味わいました。

☎0776-63-3868永平寺事務所お問い合わせ

に

地域包括支援センター

日　時：令和２年3月12日（木）午前9時～午後3時30分
内　容：「休暇村越前三国」で豪華ランチと入浴♪
　　　  高齢者向け栄養教室（meiji） サンプル頂けます♪
           直売所「きららの丘」にてお買い物♪
場　所：休暇村越前三国 (坂井市三国町崎15-45)
参加費：1，000円 (当日集金させていただきます。）
対象者：在宅で介護をされている方
定　員：30名
申し込み締切り日：令和2年3月5日（木）



書類提出先及び
問い合わせ先

相談業務、一般事務、看護業務、介護業務等
に従事する。

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 
　8：30～17：30まで

募集中。
職員

☎0776-64-3000

書類受付期限

必着
令和2年2月28日(金)

上記の提出書類を期間内に書留又は簡易書留で郵送もしくは
持参してください。

なお、受付時間外や書類に不備のある場合には受理できませ
んのでご注意ください。

上記の提出書類を期間内に書留又は簡易書留で郵送もしくは
持参してください。

なお、受付時間外や書類に不備のある場合には受理できませ
んのでご注意ください。

〒910-1313　福井県吉田郡永平寺町石上27-27

社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会 法人運営課

《募集要項》

《応募方法》

正規職員　若干名

令和2年4月1日採用予定

（1）職員採用試験（二次募集）申込書

　　　ホームページからダウンロードできます。　

　　　また、本所ならびに各事務所で受け取ることもできま
す。

（2）自己アピール文　

　　　市販の原稿用紙（400字）を用い、自筆によること（1
枚以内）

（3）履歴書
　　　市販の履歴書を用い自筆によること。

　　　最近3ヶ月以内撮影の写真を添付

　　　日中に連絡が取れる携帯電話番号等を必ず記入してくだ
さい。

（4）卒業証明書（卒業証書の写し可）又は卒業見込み証明
書

（5）運転免許証や社会福祉主事任用資格等の公的資格証の
写し

　　　

永平寺町社会福祉協議会 検索

私たちと一緒に
“より良い福祉”について
考えてみませんか？


