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赤十字奉仕団 コロナ禍の活動

地域のために

何かできることはないか ?

昨年から新型コロナウイルスの影響により十分な活動

ができていないことから、地域のために “何かできるこ

とはないか ?"感染対策を取りながら “できることから

取り組もう !"と みんなで話し合いました。

座布 団に想 いを込めて 町を明る く

靴下を製造する際にできる端切れを業者から譲り受け、

団員が協力して座布団を編みました。

できあがった座布団は、通気性やクッション性が良く、

色とりどりに仕上がり、「見た人や使った人に温もりを感

じてもらえたら」「明るい気持ちになってもらいたい」と、

」R妙寺駅と笠田駅、 (社福)愛光園に寄贈しました。

社会福祉協議会では、ボランティアの

協力により、電話による見守り活動を行

っています。

一人暮らしによる孤独感の緩和や健康

状態の確認、話すことを通して心の交流

を深めるなど、住み慣れた地域で自分ら

しい生活が続けられるよう、お手伝いを

しています。

大谷駅周辺の清掃活動 ～運転手か ら暖かい言葉～

5月 の赤十字運動月間にともない、5月 10日 (月 )」 R大谷駅周辺

で清掃活動 (ク リーンキャンペーン)に取り組みました。

皆さんに気持ち良く駅を利用してもらえるようにと、感染症対策

を取りながら、ホームの草引きやゴミ拾いなど、約1時間活動しま

した。

活動中に停車した電車の運転手さんから「いつもありがとうござ

います。頑張ってください」と暖かい言葉をかけていただき、心が

和みました。

友愛電話事業 利用者を募集しています

◆利用対象者

・町内在住の一人暮らしの高齢者・高齢者世帯等。

・事業実施日に介護サービスなどの利用がなく、

日中の見守りや安否確認がない方。

◆実施日

・毎月第 1週、または第 2週の金曜日

13時30分から15時30分 の間

【問合せ】町社会福祉協議会 80736-22-4311
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善意のご寄付
(4月 1日 ～4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

田中 克宣

木村 芳紀

澤田 昌吾

藤本賀津雄

築野 辰三

辻本 照明

森下 裕史

佐古 稔

溝上多鶴子

松本 光博

坂口 安彦

田村 公一

上田 敦史

池田 義治

岡峙 亮典

ありがとうございました

亡母  清子  笠田中

亡母  美喜代 柏木

亡父  好文  大谷

亡母  津や子 妙寺

亡母  澄子  丁ノ町

亡伯父 喜代重 柏木

亡母  喜美子 丁ノ町

亡母  英子  花園梁瀬

亡夫  正式  妙寺

亡母  幸子  丁ノ町

亡母  美代子 三谷

亡母  隆子  大谷

亡父  益三  花園梁瀬

亡妻  貴代美 妙寺

亡祖父 正治  西飯降

‐ .____.___‐―‐―・_―‐――――■―■―――「1■_.__
(4月 1日 ～4月 30日 敬称略 )

☆使用済切手・ハガキ‖又集に協力いただいた万

日進化学(株)和歌山工場

白ゆリグループ 。溝端精巧印刷

介護老人福祉施設 やまぼうし

ボーイスカウト伊都第 3団

(社福)か つらぎ福社会

遍照寺檀家一同・丁ノ町寿会

匿名 4件

★高齢者生活福祉センター(花園支所)に食材を提供

いただいた方

里神 賢幸 (た けのこ)

負
詭
輻

問い合わせ・申込み

地域包括支援センター

容0736-22-2322

の忘れ相談

6月 14日 (月 )・ 28日 {月 )

受 イ寸 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

● 0736-22-4311

法的なトラブルに弁護士が相談に応じて

います0目談8寺間は16:寺 まで)

知症サポーター養成
「認知症」は誰にでも起こりうる脳の病気です。

65歳以上高齢者の約 4人に 1人が認知症の人また

はその予備軍ともいわれています。

認知症を本人や家族だけの問題とせず、地域社

会全体の問題と考え、皆さんに認知症の人のよき

理解者・支援者となっていただくため 「認知症サ

ポーター養成講座」を開催しています。

認知症の人やその家族をあたたかく見守り、応

援する人が一人ひとり増えていくことによって、

暮らしやすい地域になっていくと考えています。

簸 聖 団 爆 賜 唾

無料法律相談

講 座 参 加 者 募 集

日 時 6月 22日 (火 )13時30分～ 15時

場 所 地域福祉センター 2階

どなたでも
参加できます
参加費無料

ふくし何でも相談

月 ～ 金 曜 llE日除 く)

受 付 88寺 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

6月7日 (月 }。 21日 {月 )

受 付 13]寺～ 15時 (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

雪 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)
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5月June201f ふくしもボランテイアカレンダー

社会福祉協議会 0福祉団体 地域のボランティア活動

1 1火 |チームオレンジ夢心 (13:30～ 15:00デイサービス夢ノb)手話伊都手のひら (19:30～ 21:00 妙寺公民館)

2 1フκ l 手話サザエさん (19:30～ 21:00笠田ふろさと交流館)

ブラインドマラソン伴B(20100～ 21:00か つらぎ公園堤防)

つれもてカフェ
赤ちゃんから高齢者までどなたでも

自由に参加することができます。

認知症について気軽に学び、同じ

悩みを持つ方とつながり、専門的

な本臨炎もできます。G日・8日 。11日 。28日 )

(間)地域包括支援センター80736-22-2322

|よりみち居場所 (13i30～ 15:30大谷地域交流センター)

|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 (丁ノノ町、新田、妙寺、中飯降、短野、高田
|

笠田西部、笠田中、真禾□、四犯『第一、四郷第二)

つれもてカフェ (10:00～ 11:30喫茶たんぽ1詢  |
12
13
14
15

16 |よりみち居場所 (13:30～ 15:30大谷地域交流センタ )

1手話サザエさん (19:30～ 21:00笠田ふるさと交流館)

17
18

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00な 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)

19
20
21
22
23

３

一４

木
一金

一人

　
一水

０

一１

土
一日
一月
一人
　
一水

無料法律相談 (13:30～ 15:30)

布のおもちや (13:30～16:00)

|よりみち居場所 (13:30～ 15:30大谷地域交流センター)

i三ツ葉会(13:30～ 15:00丁ノ町地域交流センター)

1手話伊都手のひら (19:30～ 21:00 妙寺公民館)

よりみち居場所 (13:30～ 15:30大谷地域交流センタ )

よりみち居場所 (13:30～ 15:30大谷地域交流センター)

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00か つらぎ公園堤防)

４

一５

一６

一７

一８

　

一９

一〇

２

一２

一２

一２

一２

　

一２

一３

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 )

よりみち居場所 (13:30～ 15:30大谷地域交流センター)

ブラインドマラソン伴B(20:00～ 21:00か つらぎ公園堤防)

★実施場所の掲載がない所は、

地域福祉センターです。

新型コロナウイルスの影響により活動が中止となる場合があります

★かつらぎ町社会福祉協議会ホームページ

師 ぎ町社協 辣文穏覇鸞
https:〃 katsuragishakyo orip
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