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「買物送迎サポート始動」「買物送迎サポート始動」「この広報誌は、点訳版も発行しています。」「この広報誌は、点訳版も発行しています。」

本誌発行費用の一部に赤い羽根共同募金が使われています。
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めんこ（ぱっしん）めんこ（ぱっしん）

昔遊び（伝承あそび）を通した交流昔遊び（伝承あそび）を通した交流

各事務所で反射材を
配布しています。

＜障がい者とのふれあい＞

　永平寺町社会福祉協議会では高齢者の生活を支える
事業や無料の法律相談、サロンで使える体操など、住
民の皆様に知っていただきたい情報を行政チャンネル
(12チャンネル)を通じて提供しております。

●外出は、明るい時間に済ませ、体調が悪い時は、外出を
　控えましょう
●夕暮れは、早めにライトを点灯し、対向車がいない時は、
　ハイビームで走行しましょう
●夕暮れ時や夜間には、必ず反射材を着用しましょう

被害に遭わないための対策などを寸劇を通して放送されています。

　今年7月に発足した第2期『御陵き
らきら探検隊（子ども福祉委員）』。2
学期に入り、本格的な活動（ミッショ
ン）をスタートしています。
「地域の“きらきら”を探すぞ！」を合
言葉に、活動を通して自分たちの暮
らす地域のことを知ることで、「ふく
し」について考えていくことを目的
に、当会が御陵小学校4年生18名を
『御陵きらきら探検隊』として任命し
活動中です！

　視覚に障がいがある方をゲストに招き、3つの体
験活動を行いながら障がいがある方と交流を深め
ました。

視覚障がい疑似体
験ゴーグルを着用
して、仲間に手引
きしてもらいなが
ら点字ブロックの
上を歩きました。

STOP!特殊詐欺

目指そう!事故ゼロ

ミッション1

社協だより放送中!社協だより放送中!

＜高齢者とのふれあい＞

☆ミッション経過報告☆

　「Bメイト」の紙芝居を楽しんだ後、「下合月集い
の会」のサロンのみなさんと昔遊び（伝承遊び）を通
じて交流を深めました。

「Ｂメイト」より
紙芝居
領家区に伝わる「堤
の相撲」という紙芝
居を楽しみました。

耳
が
聞
こ
え
な
い
人
や
聞
こ
え
に
く
い
人
が
、自
分
の

意
思
を
人
に
伝
え
る
た
め
に
、手
の
動
き
や
顔
の
表
情

に
よ
っ
て
表
現
す
る
言
語
を「
手
話
」と
呼
び
ま
す
。

ミッション2

ゴムとびゴムとび

昔の道具かるた昔の道具かるた お手玉お手玉

アイマスクをして
手渡された小銭が
いくらあるのか、
触ってあてっこし
ました。

牛乳パック、お酒
缶、シャンプーボト
ルｅｔｃ...
授業で学習したユ
ニバーサルデザイ
ンのグッズをアイ
マスクをして実際
に触ってみました。

≪ユニバーサルデザイン≫

≪お金を当ててみよう≫

≪歩行体験≫

手
話
と
は
？

手話のギモン？

手話について学びました！手話について学びました！
永平寺町ボランティアセンターだより永平寺町ボランティアセンターだより

　永平寺町ボランティアセンターでは様々な福祉教育
に取り組んでいます。今回は松岡手話サークル「友
情」さんを講師に招き、松岡小学校の4年生を対象に11
月4日（水）、6日（金）に手話体験学習を行いました。
　簡単なあいさつなどについて学んだあと、音楽にの
せて手話を表現したり、手話付きで紙芝居を見るなど

楽しく学びました。
子供たちが手話を身
近に感じる良い機会
となりました。
　ご協力いただいた
松岡手話サークル
「友情」さんありが
とうございました！

手話は利き手で違いがある？
話には、左右の決まりはありません。
自分の利き手で表現できます。

Q

A

手話は手の動きだけで表現できる？
手話は顔の表情も大事です。
手の動きと表情で表現します。

Q

A

令和２年11月～令和３年３月末（寝具類が配達完了すること）

ふとん丸洗い乾燥サービスについてふとん丸洗い乾燥サービスについて
高齢者生活支援事業

☎0776-63-3868担当ケアマネジャー、もしくは、在宅福祉サービス課お問い合わせ

対 象 者

期　　間

内　　容

要介護度３以上の高齢者を現に介護する世帯であり、寝具類の衛生管理が困難な方。

●掛け布団・敷き布団・毛布の3点セットがサービスの対象になります。
●年1回の利用です。

福井ケーブルテレビで福井ケーブルテレビで
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☎0776-61-6166
☎0776-64-3005

『上志比地区ひまわりサポートの会』『上志比地区ひまわりサポートの会』
買物送迎サポート始動!!買物送迎サポート始動!!

お問い合わせ

「買物に行きたいなぁ」そんな時は、私たちにおまかせを！「買物に行きたいなぁ」そんな時は、私たちにおまかせを！

　平成29年（2017年）より、上
志比地区において住民有志数名
が相互に地域課題を発見・共有し
ながら住民主体で課題解決に向
けて考え実践していく場として
「地域支え合い座談会」を重ねて
きました。アンケート等を実施
し、同地区では特に高齢者への課
題意識が高いということを踏ま
え、地区独自で買物送迎サポート
の取り組みができないかを検討
してきました。今年2月、自分た
ちの地域を自分たちで盛り上げ
ていくため、座談会メンバーらで
『上志比地区ひまわりサポートの
会』の名称を定め、ボランティア
団体を発足。買物送迎サポートの
実施につながりました。

地域包括支援センター

地域福祉推進課

「自分たちでできることで地域に貢献したい」
「自分たちの暮らす地域を自分たちの力でより良い地域に」
地区独自で何かできないかと地域住民が力を合わせ立ち上がり、今年2月、
『上志比地区ひまわりサポートの会』が結成されました。
「買物に行きたいが交通手段がない」
「たまには宅配や行商以外でも買いたい」
「買物袋を提げて帰るのが一苦労」
そんな地域の高齢者の困りごとを
支援するため、10月より本格的に
買物送迎サポートの活動が
スタートしました。

「自分たちでできることで地域に貢献したい」
「自分たちの暮らす地域を自分たちの力でより良い地域に」
地区独自で何かできないかと地域住民が力を合わせ立ち上がり、今年2月、
『上志比地区ひまわりサポートの会』が結成されました。
「買物に行きたいが交通手段がない」
「たまには宅配や行商以外でも買いたい」
「買物袋を提げて帰るのが一苦労」
そんな地域の高齢者の困りごとを
支援するため、10月より本格的に
買物送迎サポートの活動が
スタートしました。

みんなの知恵と
力を合わせて

　“自分たちでできること”を模
索し始動した買物送迎サポー
ト。閉じこもり予防や介護予
防、見守りを兼ねた活動にする
狙いもあります。「顔を合わせて
会話をすることが、より良い地
域づくりにつながっていくと思
う。支えて、支えられて。お互
いさまの活動がどんどん広がっ
ていくとうれしい。今後の課題
も感じているが、解決もみんな
で図っていきたい」そう語るの
は、サポートの会の代表を務め
る奥出唯一さん。画期的な取り
組みがスタートした上志比地
区。住民主体の活動に今後も目
が離せません！

　志比北地区においても「地域支え合い座談会」が開催されてお
り、住民が主体となって支え合う取り組みについての意見が交わさ
れています。今後の展開に期待です！
　普段の生活の中で、「こんなことがあったらいいなぁ」、「こんなこと
ができれば助かるなぁ」といったようなことがあれば、ぜひ座談会に参
加してご意見をお聞かせください！

これからも、
お互いさまで

　10月14日、いよいよ初出発
の日を迎えました。お迎え時に
早速、以前から顔見知りの利用
者さん同士で久しぶりの再会を
喜ばれる姿が印象的でした。利
用者さんからは、「一番に申し込
んだ。買物は自分の目で見てほ
しいものが選べたし、知ってい
る人と話すことができて楽し
い」「みんなで出かけられるの
がうれしい」「とてもありがた
い。これからも利用したい」
と、マスク越しからもわかる笑
顔で喜びの声が飛び出していま
した。最初は緊張の面持ちだっ
たボランティアさんにも笑顔が
ひろがり、楽しみながら活動さ
れている様子でした。

つながる・ひろがる
笑顔の輪

少しずつひろがる、
支え合いの取り組み
少しずつひろがる、
支え合いの取り組み

上志比地区在住の方上志比地区在住の方

みんなで一緒に地域を

盛り上げませんか

利用者募集中!利用者募集中!
サポートメンバーも募集中サポートメンバーも募集中
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※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

寄 附 御 礼
令和2年10月1日～10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。

匿住所
匿住所
匿住所
山
轟
市右ェ門島
匿住所

永平寺デイサービスセンター事業
永平寺デイサービスセンター事業
永平寺デイサービスセンター事業
松岡デイサービスセンター事業
永平寺デイサービスセンター事業
上志比デイサービスセンター事業

10月 3日
10月 6日
10月12日
10月15日
10月19日
10月20日
10月29日

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

物

　品

介護用品
歩行補助具、介護用品

お米
お米
お米
お米
お米

匿名 様
匿名 様
匿名 様
笠松　宏光 様
(農)ときめきファーム 様
齋藤　勝 様
匿名 様

募集人員：1 名
仕事内容：地域福祉コーディネーター補助員(パソコン作業含む)

無料法律相談

急
募
!

急
募
!

ご活用ください。
を

午後1時～午後4時

●令和２年11月26日（木）永平寺老人福祉センター
担当弁護士：黒田　外来彦 氏

●令和２年12月10日（木）永平寺町社会福祉協議会本所
担当弁護士：三田　恵美子 氏

●令和２年12月17日（木）永平寺町社会福祉協議会本所
担当弁護士：太田　宏史 氏

●令和３年 1月28日（木）松岡福祉総合センター担当弁護士：坪田　康男 氏

心配!!
不安!!
悩み!!

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社協
職員または、民生委員・児童委員さんなどが対応いたします。

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

（QRコードで読み取り又はホームページから）相
談
方
法

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

相談の一歩が解決の近道に！
秘
密
は

必
ず
守
り
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。

お
知
ら
せ

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により収入減があった世帯に対
し、生活福祉資金貸付制度にかかる特例貸付を実施しています（通常の一部条件を緩和）

令和2年12月末日まで申込期日：

主に休業された方向け
「緊急小口資金」

主に失業された方向け
「総合支援資金」

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

相談窓口 永平寺町社会福祉協議会 各事務所 

対象者……新型コロナウイルスの影響を受け、休業等
により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の
ための貸付を必要とする世帯が対象となります。
貸付上限額…200,000円以内
据置期間…1年以内 
償還期間…2年以内 
貸付利子・保証人…無利子・不要

対象者…新型コロナウイルスの影響を受け、収入の
減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持
が困難になっている世帯で、必ずしも失業状態にな
くても、新型コロナウイルスの影響で収入の減少が
あれば対象となります。
貸付上限額…（二人以上）月20万以内 
　　　　　　（単身世帯）月15万以内 
貸付期間…原則3ヵ月以内
据置期間…1年以内 　償還期間…10年以内 
貸付利子・保証人…無利子・不要
※償還開始までに、自立支援機関からの支援を受け
　ることに同意する必要があります。

12月は第2・3の2回開催

松岡・永平寺・上志比デイサービスセンター事業
小規模多機能型居宅介護事業

相談業務、一般事務、看護業務、介護業務等に従事する。

書類受付期限

必着

令和2年12月1日㈫
～12月28日㈪

正規職員　若干名

※第１次選考合格者には、電話連絡および第2次選考の受験票を
　送付します

第1次選考　令和3年1月4日㈪　書類選考
第2次選考　令和3年1月8日㈮　筆記試験・口述試験

正規職員募集
（1）職員採用試験要綱・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
（3）履歴書
（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

令和3年
4月1日
採用

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。

永平寺町社会福祉協議会 検索

募集要項

応募方法

選考方法

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？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？

書類提出先及び問い合わせ先

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 9：00～17：00まで

☎0776-64-3000〒910-1313　福井県吉田郡永平寺町石上27-41
社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会 法人運営課

勤 務 地：永平寺町社会福祉協議会各事務所
勤務期間：令和2年12月1日から1年間
　　　　　（更新あり）
勤務時間：9時から16時（うち休憩1時間)　
　　　　　週3日から4日程度
賃　　金：時給1，000円

応募資格：月2回程度、土日勤務可能な方優遇
　　　　　年齢・性別は問いません。
　　　　　自動車普通免許資格保有者
選考方法：面接を実施します。
申込方法：法人運営課まで履歴書をお持ちくださ
　　　　　るか、郵送してください
申込締切り：定員になり次第締め切ります

非常勤職員募集非常勤職員募集



今年もはじまります!!

令和２年度 赤い羽根共同募金 実績

地域歳末たすけあい募金

令和２年度 赤い羽根目標額 2,610,000円
皆様には、今年度も暖かなご支援とご協力をいただきまして、
誠にありがとうございます。

令和２年度 赤い羽根目標額 2,610,000円
皆様には、今年度も暖かなご支援とご協力をいただきまして、
誠にありがとうございます。

1,699,328円 令和２年
10月26日現在

募集期間：令和２年12月1日～12月31日

歳末募金の使いみち歳末募金の使いみち
永平寺町に住むすべての人が笑顔になり
ますように、募金は一世帯当たり600円
を目安にお願いしています。
新たな年を迎える時期に、皆様のご協力
をよろしくお願いします。

永平寺町に住むすべての人が笑顔になり
ますように、募金は一世帯当たり600円
を目安にお願いしています。
新たな年を迎える時期に、皆様のご協力
をよろしくお願いします。

ひとり暮らし高齢者の皆様のためにひとり暮らし高齢者の皆様のために
つどい（交流事業）の開催
歳末おせち料理宅配。会食サービス
つどい（交流事業）の開催
歳末おせち料理宅配。会食サービス

2,500,000円2,500,000円
永平寺町の目標額

社会福祉法人福井県共同募金会
永平寺町共同募金委員会お問い合わせ ☎0776-64-3000

QRコードにより
中央共同募金会赤い羽根データー
ベース「はねっと」一般公開サイト
により寄付することもできます。

家屋漏電点検事業のために家屋漏電点検事業のために
ひとり暮らし・高齢者世帯を点検ひとり暮らし・高齢者世帯を点検

地域活動支援のために

その他、運動にかかる事務費のために

地域活動支援のために

その他、運動にかかる事務費のために

歳末激励訪問のために歳末激励訪問のために
永平寺町出身の方が入所する障がい児・者福祉
施設訪問
ひとり親家庭、生活困窮世帯、
在宅の重度身体障害児・者の訪問事業

永平寺町出身の方が入所する障がい児・者福祉
施設訪問
ひとり親家庭、生活困窮世帯、
在宅の重度身体障害児・者の訪問事業

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで


