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日赤奉仕団が布マスク512枚を作成・寄贈
平群町日赤奉仕団（代表 藤本奈智子氏）が布マスクを作成されました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク不足をきっかけに、子ど

もや高齢者に役立てていただきたいと取り組まれた活動です。わずか５日間の
作業で、大・小あわせて500枚を超えるマスクが完成。教育委員会・社会福祉
協議会を通じ、必要とされる方々へ届けられます。
（日本赤十字社奈良県支部

平群町分区）

※各係の電話番号は、見開きページ下をご覧ください。
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訪問介護サービスとは？
サービスの仕組みを知り、上手に利用しましょう
身体介護サービス

生活援助サービス

食事や入浴のお手伝いといった、直接

掃除や洗濯、食事の準備や調理など、

身体にふれて行う介助

生活に欠かせない家事援助

・食事、排泄、入浴、身体の清拭

・利用者ご本人のための掃除、洗濯、調

おむつ交換、衣服の着脱、

理、買い物、薬の受取、ごみ出しなど

体位交換、服薬、移乗などの介助

長年生活していた家や家族は何ものにも代えがたく、できるだ
け長く、住み慣れた地域で生活を続けたいということは、多くの
方が望んでいることでしょう。
🆀 訪問介護のサービスを受けるにはどうしたらいいのかな？
🅰 まずは、地域包括支援センターや役場福祉こども課、担当のケアマネージャー
に相談してください。
🆀 だれでもサービスを受けることができるの？
🅰 介護認定を受け、要支援（事業対象者を含む）や、要介護の認定を受けた方が、
サービスを受けることができます。

訪問介護サービスを上手に利用して
下さい。高齢になっても、できる限り
自立した生活が送れるよう、介護福祉
士やホームヘルパーなど、専門の職員
がお手伝いします！

職員研修風景

お問合せ：訪問介護事業係

社会福祉協議会

会費会員募集中

● ５月にお申込みいただいた会費会員の方 ●
髙橋 博子
大久保千栄美
田中 咲花
浦井 靜江

社会福祉協議会では、訪問介護サー
ビスをはじめ、通所介護サービス（デ
イサービス）や居宅介護支援事業など、
さまざまな介護事業を実施しています。

日浦 和世
小椋すみ子
東
応成
大黒亜也子

ありがとうございました。

野口
隅井
福本
浦井
坂上

幸子
利子
敏子
敏次
悦

地域包括支援センター☎45―７０１２

山﨑 澄子
辻本 達雄
辻本八重子
匿名 ８人

（敬称略）

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）

老人福祉センター かしのき荘☎45―5768
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緊急事態宣言が解除され、日常を取り戻しつつあります。しかしながら、コロナウイルスの撲滅は
難しいと言われています。

⃝ 日常生活における注意点 ⃝
① こまめな換気をしましょう

・２方向の窓を１回数分間程度全開へ
・換気回数は、毎時２回以上確保

手洗いのタイミング
・外から帰った時

② 人と人の距離を取りましょう

・他の人とは、2メートル以上距離を取る
・隣 の人と一つ飛ばしに座り、真向かいではなく、
互い違いに座る

③ 密接した会話や発声は、避けましょう

・十分な距離を保ち、マスクを着用
・多人数での会食は避ける
・多人数かつ室内で呼気が激しくなる運動は避ける
（多人数とは10名以上を想定）

・咳やくしゃみをした時
・食前、食後
・病気の人をケアした時
・外にあるものをさわったあと

④ 適度な運動をしましょう

・１時間に１回は、お部屋や廊下を歩く
・日々の生活リズムを意識し、タンパク質中心の
食事を摂る

あたたかいお気持ち
ありがとうございます

善 意 銀 行
預 託 者
善意銀行にご寄附いただいた
金品は、さまざまな福祉事業に
活かされます。
５月に預託をしていただいた方

をご紹介します。

氏
山本

名
章

指定等
任 意
（敬称略）

ボランティア PR
コーナー
ほたるの里公園をご存知ですか？上庄の紀氏神社に併設してい
る公園です。梅雨の時期、蒸し暑い夜にホタルは飛び交うと言わ
れます。平群ホタルッチの会は、ふるさと平群で人と自然の共存
しあう環境づくりを大切に、町内に生息するホタルの保護、育成
を行っています。
昨年、待望のビオトープが完成しました。太陽光電池で自然の
環境に近いホタルの幼虫やカワニナを育成させるものです。近年、
町内でホタルの飛翔が激減してい
る河川が増えています。ホタルが
飛び交う町を残したい、そんな想
いで日々活動しています。私たち

預託の受付は総務地域福祉係まで
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総務地域福祉係☎45―5710

の活動に興味を持たれたら是非、
社協へお問合せください。
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

令和２（2020）
年７月１日
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情報ひろば
各種イベントや福祉に関する情報コーナーです。
お気軽にお問合せ・お申込みください！
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社会福祉協議会ホームページ
においても、各種情報を掲載し
ています。
あわせてご覧ください。
http://www.heguri-shakyo.or.jp/

地域包括支援センター
はつらつサロンを開催します
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

時：７月29日
（水）10時45分～12時

内

容：「介護保険のおはなし」

講

師：地域包括支援センター職員

持ち物：筆記用具
参加費：無 料
お申込み：７月１日
（水）
～

認知症相談会
～不安や悩みをご相談ください～
日

時：７月16日
（木）13時30分～15時30分
お一人40分程度【予約制】

★オレンジカフェ心晴は、
しばらくの間休止しま
す。

※先着10名

おことわり

新型コロナウイルス
の影響により、掲載内
容に変更が生じる場合
があります。ご了承く
ださい。

▶どちらも地域包括支援センター（ふれあい交流センター内）で行います。
▶お問合せ・お申込み：地域包括支援センター

総務地域福祉係
声の広報 CD 貸出のお知らせ
文字による情報入手が困難で障害者手帳をお持
ちの方向けに “ 声の広報 ＣＤ ” が作られているこ
とをご存知ですか？
録音グループ 鈴の音が平群町広報『マイタウン
へぐり』の内容をＣＤに声を吹き込んで仕上げて
います。
“ 声の広報 ＣＤ ” は貸出を行っていますので、
一度聴いてみてはいかがでしょうか。

夏休みレスピット開催のお知らせ
夏休み期間、家庭の負担を軽減すると共に、楽
しい時間を過ごしてもらえるよう開催します。
※
新型コロナウイルスによる感染拡大防止を考
慮し、開催時間を短縮して行います。
★日程・内容（予定）
８月１７日
（月） 映画鑑賞
８月１８日
（火） 工作
８月２１日
（金） 映画鑑賞
対

象：町内在住で、療育手帳を所持またはこれ
に準じる方で学齢期にある方

参加費：300円
（別途実費が必要な場合があります）
申込み：８月７日
（金）17時までに
 込書に平群町地域生活支援事業の決定
申
通知書のコピーを添えてお申込みくださ
い。
備

考：詳細は申込者にお知らせします。

レスピットは平群町地域生活支援事業の知的障害者支援事業です

▶お問合せ・お申込み：総務地域福祉係
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
再生紙を使用しています

