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1月20日（日）小地域ネットワーク絆の会（西宮地域）では、お琴の演奏を聴き、
お善哉を皆でいただきました。美しい音色と、美味しいお善哉で胃も心も満たされ
ました。月１度顔を合わせることで、地域の絆もますます深まります。
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※各係の
電話番号は、見開きページ下をご覧くださ
い。
総務地域福祉係☎45―5710
居宅介護支援事業係・訪問介護事業係☎45―1502
通所介護事業係☎45―8099
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老人福祉センター かしのき荘 ひとり暮らしサポート事業

「で愛・ふれ愛・語り愛サロン」開催
１月29日
（火）に開催し、32名の参加がありました。その様子をご紹介します。
今年度３回目、
５か月ぶりの開催。心待ちにしてくださっ
た参加者の方もあり、楽しい雰囲気の中での開催となりま
した。恒例の体操を行った後、昼食。お話しに花を咲かせ
ながら食事し、長寿会伝承交流部による手品を鑑賞。また、
喫茶やお風呂、カラオケ、映画、健康相談など、参加され
た皆さんは楽しそうに過ごされていました。

参加者の声
▶初めての参加で、話もして、お友達もでき、とて
も楽しかったです。次回も参加したいです。

長寿会伝承交流部によるマジックショー

● かしのき荘からのお知らせ

４月に下記の選挙が行われる予定です。かしのき荘は投票所となるため、以下の日程で休館となります。
また休館日前日の利用は午後４時までとなっています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
休館日

午後４時から閉館

①４月 ７ 日（日）の奈良県知事及び県議会議員選挙

４月 ６ 日
（土）

５日
（金）

②４月21日（日）の平群町議会議員選挙

４月20日
（土）

19日
（金）

社会福祉協議会

会費会員募集中
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。
● １月にお申込みいただいた会費会員の方 ●
匿

名

₁人

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）

お問合せ・お申込み 総務地域福祉係

※老人福祉センター「かしのき荘」においても受付致します。

地域包括支援センター☎45―７０１２

平成31年度

ボランティア活動保険
３月１日（金）より受付開始！
近年、ボランティア活動への意識が高
まり､
「福祉」
「環境保護」
「災害ボランティ
ア」
「ＮＰＯ活動」などと広範囲で活動を
されています。ボランティア活動を安心
して取り組むことができるように活動中
に起こる様々な事故から皆さんを補償す
るボランティア活動保険に加入しません
か？
加入していただく為には、社会福祉協議
会へのボランティア登録が必要です。

受付・お問合せ 総務地域福祉係

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』手芸教室（布細工）を開催します！
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、自身の感性を活かしてオリジナルの『 布細工作品 』を作成し、楽しいひと時を過ごします。布
細工の作成は、手先を使うのは勿論のこと完成をイメージし頭も使うので脳の活性化につながると言われて
います。皆様のご参加、お待ちしています。
対 象：町内在住の65歳以上の方・高齢者の生活を支援する住民の方など
日 程：３月22日（金）
講 師：平群町長寿会 布あそび 代表 吉田三重子 さんと会員の皆さん
場 所：地域包括支援センター（ふれあい交流センター内）
内 容：○講習会 午前10時45分～ （約75分）
○交流会 正午～ 交流・昼食会（※）
（※）参加希望の方は、実費（５００円程度）負担
お申込み：先着２５名【 ３月１日
（金）
から受付開始 】 地域包括支援センターまで
作品例
※ 次回のはつらつサロンは、５月下旬に開催予定です。

こ はる

認知症オレンジカフェ ～心晴～
認知症オレンジカフェは、認知症のお悩みや不安
を抱いている方々、認知症に関心のある地域住民が
気軽に集まれる場として開催しています。
対 象：どなたでもご参加できます。
日 時：３月８日（金）午前10時～12時
参加費：１００円
場 所：地域包括支援センター（ふれあい交流センター内）
お申込みは不要です。お気軽にお立ち寄りください。

認知症相談会
認知症に関する不安や悩みがある方は、お気軽に
ご相談ください。
日 時：３月28日
（木）午後１時30分～３時30分
おひとり40分程度
場 所：地域包括支援センター（ふれあい交流センター内）
※予約制ですので、まずは地域包括
支援センターにお電話ください。

福祉有償運送事業のご案内

通院やお買物の
移動時のお手伝い！

平群町在住の公共交通機関のご利用が困難な方で、一定の条件をお持ちの方に対し、送迎するこ
とにより、通院や日常の買物の際の移動をお手伝いしています。
ご利用資格

①介護保険の要支援・要介護認定を受けておられる方、若しくは※事業対象者
②いずれかの障害者手帳（身体障害者・精神障害者保健福祉・療育）をお持ちの方
（事業対象者とは、介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者）

※

運転内容

診察のための医療機関への通院や買物時の送迎

利用範囲

平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・河合町・王寺町および生駒市の一部
買物については、平群町内に限ります。

運行時間

月曜日～金曜日・午前８時45分～午後４時（祝日、年末年始を除く）

利用料金

２㎞まで300円。
以後１㎞ごとに100円加算

★ご利用は事前予約制です。
☆送迎（運転）のみのお手伝いであり、
介助は伴いません。
☆この事業は、指定の講習を受講された運転ボランティアの
方々のご協力を得て実施しています。
お申込み・お問合せ
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総務地域福祉係☎45―5710

距 離

料金

出発地～2.0㎞

300円

2.1㎞～3.0㎞

400円

3.1㎞～4.0㎞

500円

総務地域福祉係

居宅介護支援事業係・訪問介護事業係☎45―1502

（以下、掲載省略）

通所介護事業係☎45―8099
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みんなでつくる・みんながつながる・みんなの居場所

地域食堂 おかえり

OPEN のお知らせ

４月より、平群町内（ふれあい交流センター）で初の地域食堂がオープンします。地域食堂とは、
こどもを真ん中においた、誰でも集うことができるみんなの居場所です。ボランティアの方々による
手作りの食堂で、大人３００円・こども無料（１８才以下）でごはんを食べることができます。友達
同士でわいわいでも、ひとりでも、気分の良い日でも、落ち込んだ日でも来れる、第２のお家と思え
るような温かい居場所をつくりたいと思い、
「地域食堂 おかえり

～ 食材・キッチン用品の寄付のお願い ～
お米・野菜・乾物類・調味料など
カレー皿・小皿・スプーン・フォーク・
コップなど（食材は未開封・賞味期限内、
食器は未使用の物でお願いします。
）

」と名付けました。

～ ボランティア募集 ～
内容：当日の調理・配膳など
年齢・性別問いません！
！
学生も大歓迎！！

寄付及びボランティアの受付・お問合せ

総務地域福祉係

※開催日時の詳細は、４月号社協だよりにてお知らせ致します。

春休みのレスピット
のお知らせ
日々あたたかくなってきました！
春休みは、みんなで楽しく過ごしましょう～。
参加をお待ちしています !
保護者の負担の一時的な軽減も目的としています。
日

程 ３月27日
（水）
、29日
（金）
４月５日（金）

参加資格 平
 群町内に住所を有し、療育手帳所有
また、これに準じる方で、学齢期にあ
る方
参 加 費 ３００円（毎回参加費が必要です）
※別途、実費負担が必要な場合があり
ます。
申込締切 ３月19日
（火）午後５時
お問合せ・お申込み 総務地域福祉係

生活協力員派遣制度
利用申請のお知らせ
知的障がい者（児）のある方を支援
する生活協力員を利用する場合は、
「平
群町地域生活支援事業」の利用申請が
毎年度必要となります。
平成31年度（４月以降）に利用希
望の方は、役場福祉課
で申請していただきま
すようお願いします。

☆ お問合せ ☆
平群町役場 福祉課

☎45-1001

平群町社協 総務地域福祉係
☎45-5710

レスピットは平群町地域生活支援事業の１つです。

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
地域包括支援センター☎45―７０１２
老人福祉センター
かしのき荘☎45―5768
再生紙を使用しています
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