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６月10から２日間にわたり、平群町長寿会連合会による「文化クラブ作品発表会」が開催され

ました。コロナ禍を乗り越え３年ぶりの開催となりましたが、会場となった老人福祉センターかし
のき荘には、色とりどりの作品や各クラブによる趣向を凝らした展示コーナーが設けられ、一目見
ようと大勢の方々が来場されました。出展者からは「思うように活動できずやる気をなくしかけて
いたが、発表の場があると張り合いがでます！」との声も。趣味や生きがいづくりの活動にも活気
や賑わいが戻りつつあります。
※各係の電話番号は、見開きページ下をご覧ください。

令和４（2022）
年７月１日
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認知症に対する不安や悩みはありませんか？

～話し、相談できる場があります～

「認知症かな？」と不安を感じた時や、認知症からくるさまざ
まな症状に対してどのように対応すればよいのかなど、お困りの
ことはありませんか。地域包括支援センターには、認知症の早期
発見や早期対応にむけた取り組みのほか、相談会やカフェなど、
ご本人やご家族が不安や悩みを話せる場があります。また、認知
症を正しく理解し周りで見守り手助けをする「認知症サポーター」
の養成にも力をいれています。
ぜひお気軽にご参加ください。

▶認知症相談会◀
日
場

時：７月２１日
（木）
13時30分 ~15時30分
お一人40分程度【予約制】
所：ふれあい交流センター

★当日は、『ハートランドしぎさん認知症疾患
医療センター』の専門スタッフがご相談に応
じ、簡単な認知症テストも受けられます。
（要
予約）
こ はる

▶ 認知症オレンジカフェ ～心晴～ ◀

平群町地域包括支援センター

▶ 認知症介護家族交流会 ◀
大切なご家族が認知症になり「この先どう
なってしまうの？」そんな不安を抱えていませ
んか？
誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか？
『家族交流会』は、認知症の方を介護する家
族の方がお互いの思いや悩み・経験などを語り
合い、支え合うつどいの場です。
また、介護の専門家から認知症についての知
識や暮らしの工夫などの情報を得ることもでき
ます。

日

時：７月８日
（金）
10時30分～１時間程度

日

時：８月３日
（水）13時～14時30分

場

所：ふれあい交流センター

場

所：ふれあい交流センター

対

象：どなたでもご参加いただけます。

対

象：認知症の人を介護して

参加費：１００円（お持ち帰り用お菓子代）
★認知症の人やその家族、地域住民や専門職員
が参加し、情報交換や相談ができる場です。

いる家族の人
申込み不要です。

申込み不要です。当面飲食はありません。

▶ 認知症サポーターステップアップ講座 ◀
認知症の知識や対応の仕方、認知症の人にやさしいまちづくりについて、さらに詳しく学べるステッ
プアップのための講座です。学び続けることが大切です。認知症への理解をさらに深めましょう。
日

時：７月２０日
（水）13時30分～15時

場

所：ふれあい交流センター

対

象：認知症サポーター養成講座修了者

申

込：７月１日
（金）
～１３日
（水）
地域包括支援センター（先着20名）
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
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ウクライナ人道危機救援金
ウクライナ各地で激化した戦闘による人道危
機は今なお悲惨さと深刻さを増す状況にありま
す。
町内各施設に設置した『ウクライナ人道危機
救援金』の募金箱には６月13日現在、134,308
円の救援金が寄せられており、随時日本赤十字
社へ送金しています。募金箱の設置は7月末ま
でを予定しています。引き続き皆様のご支援を
よろしくお願いします。

★日本赤十字社に寄せられる
海外救援金のゆくえ

日本赤十字社の海外救援金は、災害や紛争の
被災国の赤十字が行う被災者支援活動に役立て
られます。
ウクライナ人道危機に対する赤十字の主な活動
◎救援物資や衛生用品の配布
◎医薬品や医療資機材の提供
◎医療支援、心理社会的支援（こころのケア）
◎安全な避難経路へのアクセス確保
◎避難民・市民生活支援および住居支援 他
皆様から寄せられた救援金は、現地における
救援活動に迅速に活かされています。

国内義援金との違いは？
国内義援金は、被災県および市町村の配分委
員会を通して全額を現金で被災者のもとへ届け
られます。

♡募金箱の中には、平和を
願うお気持ちが詰まって
います。

▶お問合せ：日本赤十字社平群町分区（平群町社会福祉協議会内）

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
社会福祉協議会で開設している善意銀行は、

住民の皆様の善意の気持ちを受け取る窓口です。

ここでご寄附いただいた金品は、わたしたちの

社会福祉協議会

会費会員募集中
社会福祉協議会では、住民の皆様の
ご参加による福祉のまちづくりをすす
めています。会費会員制度に皆様のご
理解ご協力をお願いします。
● ５月にお申込みいただいた方 ●

町の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

名

本

指定等
章

任 意

（敬称略）

坂本

章子

黒木

時子

竹田

一子

林

洋子

奥田

好子

北里

純子

松江

芳子

小松

弘子

吉村

有代

藤本奈智子

米田世紀子

髙幣

豊子

中村

治子

中川貴美子

溝口

澄子

大久保千栄美
匿名 27人
（敬称略）

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

預託の受付は総務地域福祉係まで

3

総務地域福祉係☎45-5710

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

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４（2022）
年７月１日

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も
ご覧ください。
http://www.heguri-shakyo.or.jp/
★ Facebook を開設しています★
http://www.facebook.com/hegurishakyo/

地域包括支援センター
介護予防講座 ～初めての介護・予防について～
介護保険の申請方法や介護予防について２日間
で学びます。利用する時に慌てないためにも、今
から知っておきませんか。
①７月2５日（月） ②７月2６日
（火）
両日とも10時～11時
場

所：ふれあい交流センター

対

象：町内在住で65歳以上の方

講

師：健康運動指導士、
地域包括支援センター職員

持ち物：マスク、水分、タオル、筆記用具、上靴、
介護予防の運動もします。動きやすい服
装でお越しください。
申

込：７月１日
（金）
～
地域包括支援センター（先着10名）

「はつらつサロン」を開催します！
日

時：７月29日
（金）10時45分～12時

場

所：ふれあい交流センター

対

象：町内在住の65歳以上の方・高齢者の生活
を支援する方など

内

容：
「栄養講座

講

師：宅配クック123

募集職種：介護スタッフ（ホームヘルパー）
給

与：（身体介護）1,500円～1,800円
（家事援助）1,020円～1,200円

応募資格：介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）
介護福祉士
勤務時間：８時～18時の間で
週１日・１時間から勤務可能
※シフトについては応相談
待

遇：各種手当、処遇改善加算交付金、
交通費支給有・有給休暇有

申込方法：必要書類を受け取りのうえ提出
選考方法：面接
お問合せ：総務地域福祉係

松浦

崇

氏

持ち物：マスク、水分、筆記用具
申

込：７月１日
（金）
～
地域包括支援センター（先着10名）

求人
登録ヘルパーを募集します

～食べて元気に！～」

夏休みレスピット

参加者募集

休みの期間、家庭の負担を軽減するとともに楽
しい時間を過ごしてもらえるよう開催します。
日程及び内容
８月５日
（金） 映画鑑賞
８月８日
（月） バルーンアートを楽しもう
８月17日
（水） ボーリングを楽しもう
８月19日
（金） お昼ご飯を買いに行こう
★一回だけの参加も可能です。
参加資格：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：各 回300円（別途実費が必要な場合が
あります）
申

込：７月22日
（金）
まで
申込書に平群町地域生活支援事業の決
定通知の写しを添えてお申込みくださ
い。

この事業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

