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社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会



峰ヽ警もき民:社会椎社協議奎

|1概要

コロナ禍での広域・同時多発災害対応訓練

令和 2年度和歌山県地域福祉推進フォーラム

かつらぎ町社協の活動を発表 !

3月 5日 (金 )、 会場 (和 歌 山ビッグ愛 )と オ ンライ ン

(Zoom)の 併用で開催 された和歌山県地域福祉推進 フォ

ーラム (和歌山県社会福祉協議会主催)で、かつ らぎ町社

会福祉協議会 地域係の竹本郁世が、「ちよっと早い年末

のお掃除大作戦」の取 り組みを発表 しました。

このフォーラムは、「地域共生社会に向けて、私たち

にできることJをテーマに、摂南大学 上野山裕士先生

(和歌山市出身)の 講義に続いて、福祉施設や民生児童委

員 。ボランティアの活動実践報告の後、かつ らぎ町 。田

辺市 。太地町の社会福祉協議会が、“連携 。協働"をキ

ーワー ドとした取 り組みを発表 しました。

本会の活動発表に対 し、「一人暮 らしの方の困 りごと

に寄 り添い、 自助・互助・共助の取 り組みをうまくプロ

デュースしているところが素晴らしい。高校生ボランテ

ィアがさりげない形で参加していて福祉教育にもつなが

っている。」と高く評価いただきました。

災害ボランティアの受付は、事前にウェブ登

録することで受付時の密集 を避けられるのでは

ないか。留意事項を事前に周知することで受付

時間を短縮できるのではないかなど、様々な発

見があ り、災害ボランティアセ ンターのあ り方

を見直す機会とな りました。

だからこそ!いま何ができるか?

和歌山県社会福祉協議会は、局地的な豪雨によ

って河川の氾濫や土砂崩れな どの被害を受けた と

想定 し、 2月 20日 (土 )、 紀北地域の 4か所 (和歌山

市 2か所 。海南市・高野町)で災害ボランティアセ

ンターを立ち上げる訓練を実施 しました。

感染防止対策 として、各会場は少人数 とし、訓

練の様子はオンラインで配信されました。

かつ らぎ町社会福祉協議会は、近 くで開設 した

高野町災害ボランテ ィアセ ンターに職員 (2名 )を

派遣するとともに、町地域福祉セ ンターか らオン

ラインで参加 (視聴)し ました。

◆ 災害◆

いつ起こるか分からない

被災すれば、

何らかの助けが必要 l

◆ コロナ◆

新たな不安要素が増えた

ボランティアが

駆けつけてくれるか ?

◆ 気づき ◆

だからこそlい ま何ができるか?考える

常日頃から、身近なところで、

つながりを作っておくことが大切だ !
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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

瀧本 俊三

中岡 芳枝

森永 利博

東岡 伊織

山本 幸雄

西澤  均

関井 聡裕

松之尾隆志

窪田 和央

和田 友宏

森本 匡子

中川 靖之

玉置  勇

前田 恵三

ありがとうございました

亡妻 みや子 佐野

亡父 埠浩  新田

亡母 美喜代 三谷

亡父 張三  妙寺

亡母 月子  笠田東

亡母 喜久枝 妙寺

亡母 恵子  笠田東

亡母 フチ子 笠田東

亡妻 和子  広回

亡母 貞子  萩原

亡母 博子  新田

亡父 守治  星山

亡母 春子  中飯降

亡父 明文  三谷

(2月 1日 ～ 2月 28日 敬称略)

☆使用済切手・ハガキJ又集に協力いただいた方

中谷 郁子・西林 紀樹

白ゆリグループ 。(有 )シバモ リ

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

点字サークルあすなろ

日進化学(株)和歌山工場

匿名 2件

★高齢者生活福祉センター(花園支所)に食材料

を提供いただいた方

酪げロツ" 熙鶯覺哄
(ッ彫雖

ふくし何でも相談

月 ～ 金 曜 m日 除 く)

受 付 8時30分～ 17時 15分

場 所 町地域福祉センター 1階

間含せ 町社会福祉協議会

容 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

ありがと―う

〔
魃
肌

もの忘れ相談

4月 5日 (月)019日 (月 )

受 付 13時～ 150寺 (先着順)

場 所 町地域福祉センター2階

問合せ 町地域包括支援センター

80736-22-2322

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)
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氣頗筆劃匪製象宴う些

無料法律相談

4月 12日 (月 }。 26日 (月 )

受 付 131寺30分～15時30分 銑着順)

場 所 町地域福祉センター 2階

問合せ 町社会福祉協議会

雪 0736-22-4311

法的なトラブルに弁護主が相談に応じて

います0日言炎8寺間は16時まで)

一:

挿ヾ務ル
′
翼TT琴子―トボランティア募集蠣靡霰
5月 10日 (月 )-6月 28日 (月 )

部屋の掃除や衣替え 。整理整頓・庭の草ひき 。その他

困っている人を笑顔にできるボランティア活動です。

対象者の自宅に訪問

訪問後 1時間程度のお手伝い 。2名 ～ 4名で訪問

ボランティア活動保険は本会で加入します。

問い合わせ・申込み 町社会福祉協議会 地域係 80736224311

活 動 日

活動内容

1活動場所

'貢

喝
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4月Ap濯 2爾 ふくし・ボランティアカレンダー

社会福祉協議会・福祉団体 地域のボランティア活動

新型コロナウイルスの影響により
~

活動が申止となる場合があります

|も の忘れ相談 (13:00～15:00)

朗読山びこ(9:00～ 16:00)
毎週月曜 日・水曜 日            |
よりみち 居場所(13:30～ 15:30大谷地域交流センター)

)忘れ相談 (13:00～15:00)  ______:1毎 週月曜 日・水曜 日

|よ頓みる子■ 派 ぼ ■ ～15:30大谷地域交流センタ→
|ヌ月БttLU(♪ と人9:∪ U― lb:UUノ                | 10ノ υソフ ′CE物月 ヽ∪

チームオレンジ夢心(13:30～ 15100デイサービ双夢心)手話伊都手のひら (19:30～ 21:00 妙寺公民館)

1手話サザエさん (19:30～ 21:00笠田ふるさと交流館)

|ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00か つらぎ公園堤防)

友愛電話 (丁ンノ町、新田、妙寺、中飯降、短野、高田 |よりみち親の会 (13130～ 15:30大谷地域交流センター)

81木
|

9 1`径 |

|  1  笠田西部、笠田中、真不日、四郷第一、四郷第二)

|  |つれもてカフェ (10:00～ 11:30喫茶たんぼぼ)|
10土 |           |
111日 |            |

つれもてカフェ
赤ちゃんから高齢者までどなたでも

自由 c‐ 参力□することができます。

認知症について気軽に学び、同じ

■|■ |:

.11111 .

151木 1認知症家族の会 (13:00～ 15:00)

161金 1手話サークル夢 (13:30～ 15:00)

|ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00か つらぎ公園堤防)

|はっび―サークル (13:30～ 15:30笠 田ふるさと交流館)

17土
|

181日
|

191月 |もの忘れ相談 (13:00～15:00)

水21

三ツ葉会(13:30～ 15:00丁ノノ町地域交流センター)

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笠田ふるさと交流館)

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00か つらぎ公園堤防)

22 1ラベ

251日
|

26:り弓 | 無料法律相談 (13:30～ 15:30)

つれもてカフェ (13:30～ 15:00ェ スキ=ス )

27 1〕尺

一　

　

　

一

281水 1点字サークルあすなろ (9:00～ 12:00)

29 木 1昭和の日

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00かつらぎ公園堤防)

もしもの事故に備えて

―

―

、

ボランティア活動1
★保険料 範 倅

|  ★実施場所の掲載がない所は、

1     地域福祉センターです。

l  ☆かつらぎ田]社会福祉協議会ホームページ

1  1三か:型覆唖 匠二]朦饉襟鸞

☆磋毘書包度途奮季誓誌l加入でき詞
令和 3年4月 1日 ～4年3月 31日

(問 )町社会福祉協議会80736-22-4311

熙霙 この広報紙は一部共同募金の助成を受けて発行 しています 20夕 l献 3)凛 Vol.2/7  4


