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活動日程

シニア趣味講座シニア趣味講座

視察研修のご案内視察研修のご案内
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

共同募金配分金事業（一般配分金事業）共同募金配分金事業（一般配分金事業）

10月28日
（1回目）

10月28日
（1回目）

11月12日
（2回目）

11月12日
（2回目）

平成29年度

永平寺町ボランティアセンター

　写真を撮るのは好きだけど、撮っても撮ってもうまく撮れな
い、同じような写真になってしまうという方、いませんか？
カメラの仕組みやの撮影時のポイントを知って、写真を撮って
みませんか。いつでも気軽に写真を楽しめるようになると、セ
カンドライフもほんの少し豊かになるかもしれませんね。この
機会にぜひご参加ください。

　障がいのある人も安心して住みやすい支えあいの共生社会を目指すため、地域活動と障がい者支援を行っ
ている先進地への視察研修を実施します。

期　間：平成29年９月～平成30年3月末
対象者：要介護度３以上の高齢者を介護する世帯で、
　　　　寝具類の衛生管理が困難な方。
内　容：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。

　昆虫写真愛好家として、
多様な活動をなさっていま
す。昆虫の写真を撮り続
け、写真展を開いておられ
ます。また、仏像彫刻を趣
味として楽しんでおられる
そうです。

日　時／平成29年10月28日（土）
　　　　 11月12日（日） 各日13：00～15：00
場　所／松岡福祉総合センター「翠荘」
　　　　永平寺町松岡吉野堺15-44

対　象／永平寺町民 （60歳以上の方）
持ち物／カメラ　　参加費／無料
申込締切／10月24日（火）

ボラセンからの

お知らせ

講師紹介

カメラは、デジタルカメラ、
デジタル一眼レフカメラ、
デジタル一眼カメラ、
何でもOKです。・カメラの仕組みを知ろう

・撮影のポイントを知ろう
・植物を撮影しよう

・撮影のポイントを
確認しよう
・人物を撮影しよう
・鑑賞会をしよう

鈴木　昌勝 氏
すず　き　　　  まさ   かつ

この事業は、共同募金の配分金で
行われています。
この事業は、共同募金の配分金で
行われています。

地域福祉推進課在宅福祉サービス課

在宅福祉サービス課からのお知らせ

☎0776-64-3000お問い合わせ・お申し込みは

お問い合わせ・お申し込みは

○集合場所は、永平寺町社協各事務所となりますので
　お申し込みの際、お知らせください。

（石川県小松市）

※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

社会福祉法人  佛子園 ー西圓寺ー　
住民みんなの「よりどころ」
障がいのある方の働く場、

高齢者の集える場、
地域の方のコミュニティセンターを

運営しながら、人と人が支え合う
町づくりに貢献しています。

社会福祉法人 佛子園　－ 西 圓 寺 －　

平成29年11月29日(水)10：00～16：00 (予定)

20名 (定員になり次第、締め切ります)

町内在住の方で障がいのある方とその家族、
また障がい児(者)支援活動に関心のある方
1,000円　(昼食代込み)

11月22日（水）

視察先

日　時

定　員

対　象

参加費

申込締切

さい   えん    じ

ヘルパーさん求む!!
永平寺町社協ではヘルパーさんを募集しています。
資格がなくてもできる仕事もあります。（ただし、町が定める一定の研修を受けていた
だきます）
都合の良い時間だけでも結構ですので、まずはお気軽にお電話ください。

　ヘルパーさんの業務内容は、ご利用者様お一人お一人によって違い、その方に合ったサー
ビスを提供します。大変なこともありますが、とてもやりがいを感じる大切な仕事です。
　迷っているそこのあなた！！ぜひ一度チャレンジしてみませんか?

★ヘルパーさんとは、訪問介護員（ホームヘルパー）といい、仕事内容は、ご利用者様
のご自宅を訪問し、入浴や排せつの介助、食事や調理、掃除、洗濯、通院などのため
の生活援助を行います。

登録ヘルパーさん(非常勤)での勤務では、自分の都合の良い時間にだ
け働けるため、仕事と仕事の合間に用事や自分の好きなことに時間を
有効に使えます！だからお子さんが小さくても大丈夫！

お問い合わせ先 ☎0776-63-3868

☎0776-61-6003

その1. 時間の融通がききます

ヘルパーさんの仕事は1対1なので、ご利用者様とのつながりが深くなり、ご本人や
ご家族から感謝されることも少なくありません。

その2. やりがいを感じます

ホームヘルプの仕事の良いところ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

お
答
え

し
ま
し
ょ
う
!!

やってみたいけど・・・
ヘルパーさんって
どんな仕事をするの?
気になる！
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永平寺町内にお住まいの認知症またはその疑い
がある方のお宅を訪問し
て、お話をうかがい、今
後の対応などを一緒に考
えます。また、必要な情
報を提供します。

模擬訓練の主な内容

お問い合わせ

写真は平成28年11月に行われた東古市地区での様子写真は平成28年11月に行われた東古市地区での様子

☎0776-61-6166

高齢者見守り模擬訓練高齢者見守り模擬訓練やります!!
地域の人たちが認知症の方が困っている場面を見つけた時の接し方や通報等を学ぶことを目的に開催しています。地域の人たちが認知症の方が困っている場面を見つけた時の接し方や通報等を学ぶことを目的に開催しています。

・認知症に関する事前学習

・グループにて対応訓練

・警察署職員による通報対応の説明

・意見交換

H28.11.26
東古市地区にて開催

H29.10.9
松岡春日３地区

にて開催

地域包括支援センターからのお知らせ！地域包括支援センターからのお知らせ！

永平寺町社会福祉協議会　地域包括支援センター 永平寺町松岡春日1-4（永平寺町役場本庁1階）

「認知症初期
 集中支援チーム」とは?

「認知症初期
 集中支援チーム」とは?

認知症専門医と専門知
識を持つ看護師・社会
福祉士など(医療・介
護の専門職)で構成し
ています。

こんな活動をします！こんな活動をします！

重要

※その他相談に応じます

対象となる方は?？対象となる方は?？
40歳以上で、自宅で生活をさ
れており、かつ認知症が疑われ
る方や認知症の方で、次の①～
③に該当する方です。

認知症疾患の臨床診断をうけていない方、
または治療を中断している方

　認知症に関る問題として、早期に受診せずに悪化してしま
ったり、診断や十分なケアが行われず危機的状況を招いたり
することが挙げられます。少しでもお困りの方は、地域包括
支援センターにご相談ください！！

H29.11.23
9:30～12:00（受付9：00～）

（木・祝）

日　時

※受付時間は平日
　（土日祝日を除く） 
　8：30～17：30まで

認知症初期
集中支援チーム
認知症初期
集中支援チームが

永平寺町内で活動を
はじめています!

見学はどなたでもできます。
あなたの地区でも                    

取り組みませんか？     

１

医療サービスや介護サービスを利用してい
ない方

２

何らかのサービスは受けているが、
認知症による症状が強く、
どのように接すればよいの
か困っているご家族の方

３

今までの開催地区 

場所：東古市ふれあい会館
   およびその周辺
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

有
効
に
活
用
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

平成29年9月8日（金）
株式会社トヨタレンタリース福井様より
エコキャップを頂きました。

平成29年9月8日（金）
株式会社トヨタレンタリース福井様より
エコキャップを頂きました。

平成29年9月21日（木）
上志比中学校様よりエコキャップを
頂きました。

平成29年9月21日（木）
上志比中学校様よりエコキャップを
頂きました。

12月2日（土）
9：30～11：30

～秘密は必ず守ります～～秘密は必ず守ります～

弁護士による無料法律相談　13：00～16：00

心配ごと相談　13：30～16：00

※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。

　法律問題でお悩みの方を対象に、弁護士による無料
法律相談を行っています。１回８名の方まで相談を受け
付けております。
たとえば…　◆遺言・相続について……　
　　　　　　◆消費者トラブルについて……
　　　　　　◆結婚・離婚について……　
　　　　　　◆近隣とのトラブルについて…
　　　　　　◆財産管理について……など、
　　　　　　お気軽にご相談ください。

10月26日（木）松岡福祉総合センター「翠荘」
　　　　　　　　 担当弁護士：勝田　輝 氏

11月30日（木）永平寺老人福祉センター「永寿苑」
　　　　　　　　 担当弁護士：土橋　伸吾 氏

12月14日（木）永平寺町やすらぎの郷
　　　　　　　　 担当弁護士：岩本　雄太 氏

　どこに相談したらよいかわからない時、また誰かに話
したいけれども話しにくい時に、安心して相談できる場
所です。専門的解決を要する内容には、より適切な相談
窓口やサービスの申込先を紹介しています。相談員は、
民生・児童委員等で、相談内容についての秘密は厳守い
たします。

11月 2日（木）松岡福祉総合センター「翠荘」　　

11月 9日（木）永平寺老人福祉センター「永寿苑」

11月16日（木）永平寺町やすらぎの郷

平成29年9月1日～9月30日

寄  附  御  礼寄  附  御  礼

匿名 様
高倉　淳心 様
匿名 様
匿名 様
吉田　幾男 様
匿名 様
匿名 様
匿名 様
匿名 様

匿住所
市荒川
匿住所
匿住所
大月
匿住所
匿住所
匿住所
匿住所

永平寺デイ、えいへいじ居宅
上志比デイサービス事業
松岡デイサービス事業
永平寺デイ、えいへいじ居宅
小規模多機能型居宅介護事業所
上志比デイサービス事業
永平寺デイサービス事業
永平寺デイサービス事業
地域福祉活動事業  

9月 5日
9月14日
9月 2日
9月 5日
9月 5日
9月 5日
9月11日
9月15日
9月23日

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

寄
附
金

物

　品

¥20,000
¥100,000

介護用品
介護用品
米1袋
米3袋
ステンレスふとん干し
米1袋、砂糖
米3袋

　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。

　当日、300円にてチャイルドルーム利用可
能です。（未就学児）
　2日前までに直接お申し込みください。

WEB予約：ふくい女性財団ホームページから
電話予約：0776-41-4254

ひとりで悩んでいないですか？

～託児施設について～～託児施設について～

※下記の指定相談日以外にも、日々の相談につ
　いて社協職員が承っておりますので、最寄り
　の社協事務所へお問い合わせください。

□お問い合わせは
　永平寺町役場福祉保健課

☎0776-61-3920

参加費無料!!

プチ
プレゼント
進呈!

（数量限定）

プチ
プレゼント
進呈!

（数量限定）

1対1の
マンツーマン
です

1対1の
マンツーマン
です

※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。

平成29年度　やさしい精神保健福祉講座

お申し込み・お問い合わせは 福井県福井健康福祉センター健康増進課

☎0776-36-3429

対象・定員／関心のある方、各回100名
会場／福井県生活学習館「ユー・アイふくい」
　　  （福井市下六条町14-1）
　　　11月25日：多目的ホール、12月2日：映像ホール
受付時間／各日9：00から
申込締切／11月22日㈬ ※当日参加もできます！

期日／平成29年11月11日（土）
時間／お一人1時間（各時間定員２名）※ご希望の時間帯をご予約ください。

①11：00～12：00 ②13：00～14：00 ③14：00～15：00
場所／福井県障害者ITサポートセンター （福井市光陽2丁目3-22 県社会福祉センター1階）
対象／福井県内在住の障がいがある方（全障がい対象）　参加費／無料
申込／お電話にてご予約ください　☎0776-27-1555
申込締切／予約先着順（定員になり次第締め切らさせていただきます） 
※メンテナンスや特殊なソフトなど、ご相談内容によってはお応えできかねる場合がございます。

講座は無料です！お気軽にお越しください

ストレスの多い時代、私たちの身近なところで、心の病気を抱え悩む人が増えてきています。
『心の病気って何だろう…？』
『周りに気になる人がいるけど、どう接すればいいんだろう…？』
などの疑問について、一緒に学んでみませんか。

わかりやすい心の健康講座

パソコン相談会

聞いて納得！

11月25日（土）
9：30～11：30

「ストレスについて」
講師：精神科医 小俣 直人 氏（福井大学医学部附属病院神経科精神科講師）

「発達障害について」
講師：精神看護専門看護師　山口　達也 氏 （福井県立病院）

平成２9年度永平寺町戦没者追悼式について永平寺町戦没者追悼式について

★日時：１0月31日（火）10：00より
★会場：上志比文化会館サンサンホール
　　　　   （永平寺町石上29-67-1）

祖国のため尊き生命をささげられた英霊に対し、感謝と追悼の誠を捧げるため
永平寺町戦没者追悼式を下記のとおり行います。
町民の皆様の参列をお待ちしております。

祖国のため尊き生命をささげられた英霊に対し、感謝と追悼の誠を捧げるため
永平寺町戦没者追悼式を下記のとおり行います。
町民の皆様の参列をお待ちしております。 送迎バスがあります。

～ストレスに関する心の病気と関わり方～

～基本と関わり方、子供から大人まで～

障がいがある方向け
○インターネットやメールの
使い方を知りたい！
○撮ったままのデジカメ写真
をパソコンに入れたい！
○ちょっとパソコンを体験し
てみたい！
○iPadや周辺機器がどんな
ものか試したい！

……などなど、是非お気軽に
ご利用下さい。

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで※受付は平日（土日祝日を除く）となります。 

主催：福井県障害者ITサポートセンター



～自分の身、守れる自信あります
か～

平成29年度 福祉総合相談事業 第1回公開セミナー

『子どもを守る! 防犯セミナーともしもの時の護身術体験』『子どもを守る! 防犯セミナーともしもの時の護身術体験』11/18
SAT

2017

10：00 ～ 11：30 福井県福井警察署　生活安全課生活安全庶務係長
警 部 補  鈴木 邦直 氏
福井県福井警察署　生活安全課生活安全庶務係主任
巡査部長  林田 隆裕 氏

講師

永平寺町在住の小学生～高校生とそのご家族
その他、地域の防犯に関心のある方等、どなたでもO.K.

対象

30名程定員

締切日

会場 永平寺町魅力発信交流施設「えい坊館」 2階多目的ホール
（吉田郡永平寺町松岡神明3-107 ／ TEL 0776-61-0888）

参加費

無料

〒910-1313　吉田郡永平寺町石上27-27
TEL 0776-64-3000永平寺町社会福祉協議会お申し込み、お問い合わせ先

11月10日（金）までにお申し込みください。

　近年、子どもが被害者となる凶悪犯罪が各地で相次いでいます。
子どもが被害者となる事件にはひどく胸が痛みます。
　今、改めて家庭での防犯教育の大切さなど、親子で正しく防犯知識を学
び、家族や地域で子どもを守る環境づくりについて考えませんか。いざと
いう時、自分の身は自分で守ることができるよう、もしもの時の護身術の
体験も実施します。
　子ども自身はもちろん、子どもを持つ保護者や、地域の大人たちが防犯
について学ぶことの必要性を実感し、悲惨な事件を防ぐ一助となるよう、
本セミナーを開催いたします。
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ご家族
皆さんで
どうぞ!

※受付時間は平日（土日祝日を除く）８：３０～１７：３０まで


