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社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会



ちょっと早い年末のお掃除大作戦 はじまる

ちょっとした困りごとのお手伝い

かつらぎ町社会福祉協議会では、制度では対応しきれない  .-4‐
ちょっとした困りごとを、地域の人々の支え合いや助け合い    1
活動によって解決することを目指して 「ちょっと早い年末の

お掃除大作戦」を実施しています。 (11月 20日 まで)

10月 9日 か ら始動

初日となった 9日 は、新規で登録いただいたボラ

ンティアさん 2人が、一人暮らしの高齢者 (男性)宅

を訪問し、部屋の掃除機がけや拭き掃除、服の整理

整頓などのお手伝いをしました。

ボランティアさんは 「大変だつたけど、私たちを

受け入れてくれたので掃除がやりやすかったです」

と話がありました。また、対象者の方は 「普段から

掃除が苦手で…、掃除をしてくれて助か りました。

ありがとうございました」と、ボランティアさんに

感謝の言葉がありました。

新型 コロナ ウイルス関連

高校生が活躍 “楽 しか つた !"

11日 (日 )に は、笠田高校 3年生の 2人が、

窓拭きのお手伝いをしました。

<2人の感想を紹介します>

=は
じめてボランティアに参加させていただ

いて、分からないことがたくさんあったけ

ど、少しでも高齢者の方の役に立てたと思

うと、参加してよかつたと思いました。

■またボランティア活動に参加し、高齢者の

方のお手伝いをしたいです。

=と
にかく、モップでの窓拭きが楽しかった。

生活福祉資金 特例貸付 彊鵞%藤躾で受付期間をにへ

和歌山県社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困

窮し、 日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、生活福祉資金 (緊急小口資金・総合支援資金 [生

活支援費])の特例貸付を実施しています。

特例貸付 緊急小国資金 総合支援資金

貸付上限額

10万円以内

(売勢寓う1)
(2人以上)月 20万 円以内

(単身世帯 )月 15万円以内

※貸付期間:原則 3か月以内

据置期間 1年以内 1年以内

償還期限 2年以内 10年以内

貸付利子 無利子 無利子

保 証 人 不  要 不  要

◆総合支援資金の借入 申込みにあたっては、

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支

援事業の利用が必要です。

◆借入申込額は、原則として新型コロナウイ

ルスの影響で減収した額が上限となります。

【相談・申込み受付】かつらぎ町社会福祉協議会

電,0736-22-4311
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11月 2日 (月)016日 (月 )

受 付 138寺 ～ 15]寺 (先着順)

場 所 町地域福祉センター 2階

間合せ 町地域包括支援センター

容 0736-22-2322

年相応のもの忘れ ?認知症 ?迷つたら

ご相談を (当 日電話での相談可能)

11月 9日 (月}024日 (火) 月～金曜 m日除く)

(9月 1日 ～ 9月 30日 敬称略)

★使用済切手・ハガキ収集に協力いただいた方

中畑 隆男 。木村 政代・小川 喜美子

匿 名 3件

白ゆリグループ 。(株)中谷薬局

」A紀北かわかみかつらぎデイサービスセンター

ボーイスカウト伊都第 3団

介護老人福祉施設やまぼうし

日進化学(株汗日歌山工場

大谷公民館

i tl準

善意のご寄付
(9月 1日 ～ 9月 30日 敬称略)

次の方々から社会福祉協議会へ善意の寄付
をいただきました。寄付金は、広 く地域福祉

活動の推進に役立てさせていただきます。

◆遺志として

森本 隆文 亡父

和田 道隆 亡母

坂中  務 亡祖母

丸山 知子 亡母

松岡 康夫 亡父

南方  健 亡母

市橋 和久 亡父

窪田 輝代 亡夫

木元 盛之 亡母

高橋 敏文 亡母

ありがとうございました

佳延   寺尾

歌子   萩原

十月恵  笠田東

千鶴子  佐野

俊治   中飯降

前田滋子 東渋田

修    東渋田

重夫   佐野

美栄子  移

ちか   妙寺
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日 日寺:11月 12日 (木)10時～1

場 所 :地域福祉センター 2躍
対 象 :どなたでも参カロできます

ほ認知症サポーターとは、認知症に関すζ

地域で認知症の人や家族に対してできて

な講座を修了された方には認知症サポータ
「オレンジリング」をお渡しします。

問い合わせ・申込み  町地域包括支援セ ンター 容 0736-22-2322

認知症サポーター養成講座 参加者募集

受 付 13時30分～15時30分 仇着順)

場 所 町地域福祉センター 2階

問合せ 町社会福祉協議会

容 0736-22-4311

法的なトラブルに弁護主が相談に応じて

います休日談0寺間は161寺まで)

ふくし何でも相談

受 イ寸 8]寺 30受ンー17時 15分

場 所 町地域福祉センター 1階

問合せ 町社会福祉協議会

● 0736…22-4311

日常生活上の困りごとに幅広<対応

職員が相談に応じています
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社会福祉協 祉団体

★実施場所の掲載がない所は、

地域のボランティア活動

毎週月曜 日・水躍 日(2日・23日 除 <)
よりみち 居場所(13:30～ 15:30大谷地域交流センター)

三ツ葉会(13:30～ 15:00丁ノ町地域交流センタ→

手話伊都手のひら(19:30～ 21:00 妙寺公民館)

手話サザエさん (19:30～ 21:00笠 田/31る さと交流館)

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00かつらぎ公園堤防)

はっぴ―サークル (13:30～ 15:30笠田ふるさと交流館)

妙寺駅マルシェ歌声喫茶 (14:00～ 16:00妙寺駅Э

かつら

15

16
17

① Q

愛の日チャリティーバザーは、

新型コロナウイルスの影響に

より中止とさせていただきます。
① Q

地域福祉センターです。


