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ボランティア講座を行いました！ボランティア講座を行いました！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

☎0776-61-6003
お申し込み
お問い合わせ

永平寺町ボランティアセンター

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 9：00～17：00まで

寄 附 御 礼
令和3年2月1日～2月28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。

花谷
匿住所
匿住所

匿住所

歳末配分金事業
地域福祉事業
永平寺デイサービスセンター事業・えいへいじ居宅介護支援事業
ホームヘルプ事業
上志比デイサービスセンター事業

2月10日
2月16日
2月19日
2月22日
2月25日

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

寄
附
金

物
品

6,282円
30,000円
300,000円
マスク150枚
介護用品

奥山　雄司 様
匿名 様
匿名 様
志比北振興連絡協議会 様
匿名 様

心配!!不安!!悩み!!心配ごと相談心配ごと相談
☎上志比  0776-64-3000
☎永平寺  0776-63-3868
☎松　岡  0776-61-6003
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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。

相談の一歩が解決の近道に！

秘密は必ず守ります

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。
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　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）各事務所窓口までご相談ください。ま
た、ホームページをご覧下さい。

　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）各事務所窓口までご相談ください。ま
た、ホームページをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業で生活資金にお困りの方

休業された方向け
「緊急小口資金」

教育支援費
就学するのに必要な費用

就学支度費
入学に際し必要な費用

失業された方向け
「総合支援資金」

理想の将来像に近づくための進学…
　　　 　家族に経済的負担をかけたくない…永平寺町社協の…永平寺町社協の…教育支援資金教育支援資金 だけど、

永平寺町社会福祉協議会 松岡事務所永平寺町社会福祉協議会 松岡事務所相談窓口 ☎0776-61-6003☎0776-61-6003

特例貸付令和3年6月末日まで延長受付中

※受付時間は平日(土日祝日を
　除く) 8:30～17:30まで

　高校や大学などに就学するのに必要な入学金や授業料などで、お困りの方に対し、
その費用をお貸しする生活福祉資金貸付制度の「教育支援資金」があります。
　対　 象  ：学校教育法に定める学校（高校、高専、短大、大学および専修学校）に入学する者
　　　　　　次のとおり2つの支援費があります。

※但し、日本学生支援機構の給付型奨学金、母子父子寡婦福祉資金などの貸付制度が優先となります。
　詳細は当会ホームページをご覧ください。

押し花講座押し花講座

ラストミッション

　　　　　≪報告発
表会≫ラストミッション

　　　　　≪報告発
表会≫

「ユニバーサルデザインがあることで目の
 見えない人が物を見分けることができる！」
「御陵で困っている人を見つけたら、
 全力でサポートしたい！」

「青信号が長くなるボタンは
　御陵のいいところ！」
「スーパーや施設でバリアフリーが
　取り入れられて、みんなが
　笑顔になれたらいいな！」

「今度は僕たちが現代の遊びを
  教えてあげたいな！」
「低学年の子にやさしくしたい！」
「おばあちゃん、おじいちゃんがみんな
　きらきら笑顔で楽しい活動になった！」

ミッション1ミッション1 ミッション2ミッション2 ≪サロンとの
    ふれあい≫
≪サロンとの
    ふれあい≫ ミッション3ミッション3 ≪バリアフリー

　探検≫
≪バリアフリー
　探検≫

　わたしたちが生活する御陵地区には今まで知らなかった
たくさんの“きらきら”（地域の宝）があり、自分たちの暮ら
す町が大好きになりました。この“きらきら”をたくさんの
人に教えてあげたいな～！

　コロナ禍の中でも笑顔があふれ素敵な作
品がたくさん出来上がり、皆さん満足そう
でした(^^♪
　とても楽しめる内容となっていますの
で、押し花や絵手紙に興味のある方、サロン
でやってみたい！という方は永平寺町ボラ
ンティアセンターまでご連絡ください。

　令和3年2月12日、御陵小学校体育館において、これまでの活動で見つけた御陵地区の“きらきら”（地域の宝）
の発表を行いました。

★まとめ★

≪障がい者との
　ふれあい≫
≪障がい者との
　ふれあい≫

☎0776-61-6166お問い合わせ

次回は
「認知症サポーター」

について
掲載予定です

認知症になっても安心して暮せるまちへ
～私たち一人ひとりができること・その３～

地域包括支援センター （月～金　午前8:30～午後5:30
※祝祭日は除く）

こんなときは
どうする？

買い物の帰り道、不安そうに歩いている方を見かけた

私たちにできること・・・・・認知症サポーターになりましょう！

よい接し方

今までの自分でなくなっていくことに不安や悲しみを一番感じているのは本人です。
本人の気持ちになって考えましょう。

　慣れているところでも迷ってしまったり、とうてい歩けそうもない距離をわき
目もふらず歩いて行ってしまうこともあります。歩くにもその方なりの理由があ
ります。その理由や気持ちを考えて冷静に対応しましょう。

おだやかな表情で　目線を合わせてから話しかける
わかりやすい言葉で　ゆっくり　はっきりと話す
せかさずゆっくりと待つ姿勢で

認知症の人を支えよう

知っている人なら・・・

家族に連絡したり、
家まで送りましょう

知らない人なら・・・

安全なところに移動して、
近くの交番に連絡しましょう

無料法律相談
ご活用ください。

を
午後1時～午後4時

●令和３年3月25日（木）永平寺町社会福祉協議会本所
担当弁護士：近藤　憲彦 氏

●令和３年4月22日（木）松岡公民館
担当弁護士：勝田　輝 氏

●令和３年5月27日（木）永平寺老人福祉センター
担当弁護士：佐藤　辰弥 氏

※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。

2/16(火） 絵手紙講座絵手紙講座 2/24(水）



令和4年赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金

助成団体の公募助成団体の公募

参加費：無料

永平寺町共同募金委員会
お問い合わせ先

助成対象団体

助成対象団体

助成の範囲

申請期限

永平寺町社協 検索

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、町民活動の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。

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・ボランティア団体・地域団体

地域や社会を豊かにする！元気づける！ための地域福祉事業。
　　（事業実施期間：令和４年4月１日～令和５年3月31日まで）
※次の事業は対象外とします。
　（1）他の補助金との重複や公的補填のある事業
　（2）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
　（3）福祉を目的としない事業

対象経費の４分の３以内で、１０万円を限度とする。

　　　　　　　※期限を過ぎての受付は行いません。
　※申請書及び助成実施要綱は永平寺町社協の各窓口にございます。
　　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。

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・ボランティア団体・地域団体

地域や社会を豊かにする！元気づける！ための地域福祉事業。
　　（事業実施期間：令和４年4月１日～令和５年3月31日まで）
※次の事業は対象外とします。
　（1）他の補助金との重複や公的補填のある事業
　（2）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
　（3）福祉を目的としない事業

対象経費の４分の３以内で、１０万円を限度とする。

　　　　　　　※期限を過ぎての受付は行いません。
　※申請書及び助成実施要綱は永平寺町社協の各窓口にございます。
　　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。

５月31日（月）

日　時：令和3年6月15日(火)、16日(水)(いずれかの日をお選びください。)
対　象：本校及び本校の教育活動に興味のある方
場　所：福井県立盲学校
内　容：学校概要説明、教材等の紹介、校内見学及び授業参観、質疑応答
申込方法：電話またはメールにて。
　　　 詳しくはホームページ「福井県立盲学校」で検索してください。
問合せ先：福井県立盲学校教務部学校見学会係　☎0776-54-5280 
メール：info@ fukuipref-sb.ed.jp

　福井県立盲学校は、「見えにくさ」に対応した教育を行っている
学校です。
　「盲学校って、どんな学校だろう」「どんな勉強をしているんだろ
う」と疑問をお持ちの皆様に、本校をよく知っていただく機会とし
て「学校見学会」を開催します。いろいろな支援グッズの展示もし
ています。この機会にどうぞ御参加ください。

　福井県立盲学校は、「見えにくさ」に対応した教育を行っている
学校です。
　「盲学校って、どんな学校だろう」「どんな勉強をしているんだろ
う」と疑問をお持ちの皆様に、本校をよく知っていただく機会とし
て「学校見学会」を開催します。いろいろな支援グッズの展示もし
ています。この機会にどうぞ御参加ください。

令和3年度令和3年度
盲学校 学校見学会開催盲学校 学校見学会開催

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

※受付時間は平日
（土日祝日を除く）
8：30～17：30まで


