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みんなの力で地域を活性化！
1
2月号

【小地域ネットワーク「ふれあいサロン花てまり」（北信貴ケ丘）】
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町内16の地域でおこなわれてい
る小地域ネットワーク活動。
今回は「ふれあいサロン花てまり」
にお邪魔させていただきました。
（詳しくは、２ページに）

※ 各 係 総務地域福祉係☎45―5710
の電話番号は、見開きペー
ジ 下 を ご 覧 く「かしのき荘」☎45―5768
ださい
平群町社会福祉協議会
老人福祉センター

平成27
（2015）
年９月１日
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ご存知ですか？
“ 声の広報 ”

すず
ね

平群町では、視覚に障がいがある方に対し

て、“録音グループ 鈴の音”のみなさんによっ
て、カセットテープによる「声の広報」の作
成がおこなわれています。
お聞きいただくためには、
「平群町地域生
活支援事業」の利用申請をしていただく必要
があります。利用希望の方は、平群町役場福
祉課または社会福祉協議会までお問い合わせ
ください。

平群町役場福祉課
☎ ―５８７２
平群町社会福祉協議会 ☎ ―５７１０
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「社協」って何？どんな活動を
しているの？と思っている方も
シリーズ社協
いらっしゃるのではないでしょ
うか。「社協」を広く知ってもらうため、
シリーズでお伝えしていきます。

社協って何だろう？
地域に生じる様々な問題を解決するために、地
域の団体や公的サービス・ボランティア団体など
を組織化し、住民の方と一緒に地域福祉の増進を
図ることを目的とした民間団体です。

何をするところ？
高齢者や障がい者の在宅生活を支援をするために、
ホームヘルプサービス（訪問介護）など、さまざまな
福祉サービスをおこなっているほか、多様なニーズに
応えるため、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ、
創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。
地域のボランティアと協力し、高齢者や障がい者、子
育て中の親子が気軽に集える「小地域ネットワーク（サ
ロン活動など）」を進めているほか、ボランティア活動
に関する相談や活動先の紹介、小中学校における福祉教
育など地域活動の拠点として役割を果たしています。

小地域ネットワーク

「ふれあいサロン花てまり」

社会福祉協議会

会費会員募集中

館にて開催されています。取材日（７月

社会福祉協議会では、住民の皆さんの
ご参加による福祉のまちづくりをすすめ
ています。会費会員制度に皆さんのご理
解ご協力をお願いします

21日）には、中高年の方を中心に17名

● ７月にお申込いただいた会費会員の方 ●

ふれあいサロン花てまりは、
月１回（第
３火曜日／13時～）
、北信貴ヶ丘自治会

の方々が集まり、地域包括支援センター
の職員から、その業務内容や介護保険制
度の利用方法などについて説明を受けま
した。８月から導入された介護保険負担
割合証や、実際の経験に基づき成年後見
制度の質問をされる方もおられました。
終了後は、NPO 法人 大空の家の手づ
くり菓子の販売も
あり、参加された
方々は温かい雰囲
気で談笑されてい
ました。

岩崎 公俊
蛯原 昌子
小椋すみ子
鎌江 明志
久保 陽子
久保由希子
小池 弘之

小池 笙子
木間 春子
佐藤りえ子
篠﨑 和夫
大黒亜也子
髙塚 悦子
谷村 久子

西山 正清
東
応成
平野登世子
福井 寿明
三船 忠志
匿名23人
（敬称略・順不同）

ありがとうございました。
会費会員は随時募集しています
一般会員：一口
特別会員：一口

1, 0 0 0 円
5, 0 0 0 円

（法人・企業・施設・事業所など）

お申し込み・お問い合わせ 総務地域福祉係
※老人福祉センターにおいても受付いたします

居宅介護支援事業係☎45―1502 訪問介護事業係☎45―1502 通所介護事業係☎45―8099 地域包括支援センター☎45―７０１２

2

第

220

号

平成27（2015）年９月１日

デイサービス通信

あたたかいお気持ち
ありがとうございます

園芸コーナー初めての収穫！！

善意銀行
預託者

章
意

指定等

任

平成 年７月１日〜７月 日まで

氏 名

山本
（敬称略）

預託（寄附）の受付は平群町社会福祉協議会
総務地域福祉係まで

27

利用者さんと一緒に栽
培している園芸コーナー
の野菜の収穫をおこない
ました。
初めての収穫で、ピー
マン・ミニトマト・ゴーヤ・
なすび・オクラがとれま
した。
利用者さんの真心をこ
めた育て方で、どの野菜
もとてもおいしそうに立
派に育ってくれました。

31

今後もどんどん収穫
していきます！

県グラウンドゴルフ協会から
車いすの寄贈がありました

3

平群町社会福祉協議会

総務地域福祉係☎45―5710

老人福祉センター ｢かしのき荘｣ は、おお
むね65才以上の方ならご利用いただけます。
ご利用時間

月〜土曜 午前９時〜午後５時

※お風呂は、月〜金曜 午前11時〜午後３時30分
か
 しのき荘では、有志のボランティアによる
喫茶ゆ〜あいサロンもおこなわれています。
９月は、３日（木）、17日（木）
午後₀時30分〜₃時です。

ビデオ上映会

７月13日
（月）
にかしのき荘において、
車いすの寄贈式をおこないました。
県グラウンドゴルフ協会が、社会支援
活動として各市町村に車いすを贈る活動
を展開しており、今回、同協会から当会
に２台の車いすを寄贈していただくこと
になりました。
県協会役員で平群町在住の日笠さんは
「当町に寄贈を受け、喜んでいただき大
変嬉しいです。車いすを必要としている
方に広く使っていただきたいです」とお
っしゃって
いました。
寄贈され
た車いすは、
福祉事業に
大切に活用
させていた
だきます。

ご利用ください

｢かしのき荘｣ では、ビデオ上映会を開
いています。ビデオを大きなスクリーンで
ご覧になりませんか？

９月の上映会（かしのき友映会）は、
•16日（水）午後１時～
申し込みは不要です。お誘い合わせのう
え、お気軽にお立ち寄りください。

老人福祉センター「かしのき荘」☎45―5768
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『 はつらつサロン 』
社会見学を開催します！
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町バスを
使用して
移動します！

安全で快適な住宅環境を学習し、
薬膳料理を食べながら、みんなで交流しましょう
地域包括支援センターでは、高齢者の生きがいや健康づくり、社会参加、閉じこもり予
防などを目的に、
『 はつらつサロン 』を開催しています。
今回は、住宅環境の「ヒヤリ・ハット」を防ぐために、
「生涯住宅について」を学ぶ社
会見学を開催します。介護が必要になる理由のなかに「骨折・転倒」が挙げられています。
いつまでも、住み慣れた我が家でいきいきと暮らすための方法について学びませんか？
対
と
場
内
費
申
※

象：町内在住の６５歳以上の方
き：９月２５日
（金） 午前１０時４５分～午後４時１５分（予定）
（※移動時間も含みます）
所：納得工房（積水ハウス総合住宅研究所 京都府木津川市兜台）
容：階段やお風呂など、安心で使用しやすい住宅について学びます。
今後の住宅改修の際の参考にしていただけます。
用：２，
０００円（昼食及び諸経費）
込：先着３０名 ９月１日から受付ます（定員になり次第受付を終了します）
平群町地域包括支援センター TEL 45-7012 ／ FAX 43-5509
次回のはつらつサロンは、平成27年１１月下旬に開催予定です。

町内の色んな場所で活躍中

ボランティア団体紹介

町内のイベントにおいて、いろいろな形で活躍しているボランティア団体がありま
す。今回は８月１日におこなわれた「なつやすみとしょかんひろば2015 きょうりゅ
うワールド」に協力中のボランティア３団体を紹介します。
おはなし
の会

点訳サー
クル
どんぐり
「どんぐり」は、点訳活動を通じて視
覚障がい者
（児）
に必要な情報の提供をす
る団体です。イベントでは子どもたちを
対象に点字体験を開催。点字を初めて
知ったという子もいました。

「おはなしの会」は、お話の素語り、絵
本の読み聞かせ活動で、子どもたちに読書
の楽しさを伝えています。会の力作、大型
紙芝居は全部手作りです！ページをめくる
タイミングなど真剣に打合せ中です。

さわる絵本の
会 ポピー

「ポピー」は、目の不自由な子どもたちに限らず、み
んなが手で触れて楽しめる絵本を作っています。今回の
イベントでは、個性的な「きょうりゅう」を作成展示、
今にも動きだしそうな立体的な「きょうりゅう」がずらっ
と並びました。

平群町社会福祉協議会【ホームページ】http://www.heguri-shakyo.or.jp/
【Ｅメール】office@heguri-shakyo.or.jp
居宅介護支援事業係☎45―1502 訪問介護事業係☎45―1502 通所介護事業係☎45―8099
地域包括支援センター☎45―７０１２
再生紙を使用しています

4

