老人クラブ連全会総会開化！！

5月19日（水）、太子町立文化会館の大ホールにおいて平成22年度

太子町老人クラブ連合会の総会が盛大に開催され、永年功労者や長
寿会員の表彰を行いました。本年度の長寿表彰は、
タイヤモンド婚14組、金婚62組、白寿8名、米寿72名、喜寿174名

の対象者があり、あいにくの雨空にも関わらず約400名の会員が出席
し、長寿会員を祝いました。また、式典開始までの時間は、毎年恒例の
前年度活動映像が流されており、出席者も熱心に見入っていました。
老人クラブ連合会では、芸能発表会 ふれあい
の祭典
、グラウンドコリレフ大会、ふれあ
い運動会、パソコン教室、フォークダンス

のつどいや健康ウオーキングなどな
ど本年度も様々な行事を行い、 健康・
友愛・奉仕 の老人クラブ全国三大運動

の精神のもと、親睦を深め心豊かな
地域づくりを目指して活動されてい
ます。
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資金収支決算内訳
12日の監査、5月28日の理事会を経て、同日の評議員会

業報告書類等は社協窓口において閲覧できます。

経常経費補助金収入26050．615円（76％）

赤い羽根共同募金の街頭募金活動

【収入の部】
会費収入

会費

寄附金収入

助成金収入

受託金収入

事業収入

負担金
自立支援費等収入
そ高他

9．善意銀行PR事業

11．福祉サービス利用援助事業

14．障害者自立支援法事業

06月1日＝善意の日

在宅生活で判断能力に不安のある高齢
者や知的障がい者、精神降がい者（本人
の利用意思の確認できる方）に通帳印
鑑の預かりや生活費等の入出金を行っ
た（利用者1名）

○降がい者等ホームヘルプサービス事業
利用者15名
利用時間13876時間
○降がい者デイサービス事業
利用者5名
利用目数388回

・趣意書、花の種、啓発ティッシュ、風船
の配布（JR網干駅前）
着くるみによる啓発（斑鳩幼稚園）
・啓発ティッシュ、花の種コーナーの設

置（保健福祉会絶、町内郵便局）
・自治会へンチ助成
3自治会に合計6台ベンチを贈呈

12．受託事業の運営

○入浴・介護予防事業
利用者総数15，775名
内 介霊予防2，338名

（内入浴者数11．012名）

日乍年の善意の目

○高覇者自立支援ホームヘルプサービス事業
利用者3名 利用時間955時間
○難病患者等ホームヘルプサービス事業
利用者1名 利用時間196時間

10．相談所の運営

13．介護保険事業

○心配こと相談（第2・4金曜日）
開催目数24回 取扱件数9件
○降がし1者（児）相談
・身体障がい者（児）相談

○訪問介護事業
月平均利用者数725名

奇数月の第3水曜田
開催目数6回 取扱件数1件
・知的障がい者（児）相談
奇数月の第3木曜日
開催日数6回 取扱件数2件
・精神陣がい者相談
奇数月の第3火曜日
開催日数6回 取扱件数1件

15．実習受入れ

大学生などの資格取得（社会福祉士）に
関わる実習の受入れや他市移送クルー
プとの交流受入れ

利用時間12，828時間

（⊃適所介護事業
1日平均利用者数2304名
開設日数288日
○居宅介護支援事業
月平均利用者数 介護給付652名
予防給付95名

16．福祉団体の育成

次の団体の事務局を兼務
・老人クラブ連合会
・身体障害者福祉協会
・手をつなぐ親の会
・傷痍軍人会
・婦人共励会
・原爆被爆者の会

・遺族会
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平成21年度

社協

平成21年度の太子呵社協事業報告および決算は、さる5月
において承認されました。決算の概要は次のとおりです。事

会議缶、人件費、通信運搬責、水道光熱費、車輌汀機
器の維持費、福祉用具修理費や福祉バザーなどの事
業費、保健福祉会闘描備更新の負担金
地域福祉活動事業

紅葉の宴ふれあい会食会などの事業真、福祉サービ
ス利用援助事業や貸付事業、各種相談所の運営事業
費、ボランティアクループ各種福祉関係団体への助
成金

地域福祉増進事業

ふれあいサロンの活動補助金研修会費用
訪問理美容給食移送サーヒ小スなどの在宅福祉事業費
やまちの子育てひろば事業、「社協だより」発行など
の費用、年末ふれあい弁当配食などの年末年始事業
費

ボランティアセンター運営委、各種ボランティア講
座研修会などの事業活動賀

高齢者ホームヘルプ事業高齢者デイサーヒス事
業居宅介書生支援事業の】室営賓
降がい者等ホームヘルプ事業 陣がい者デイサービ
ス事業の運営賓

町からの受託事業の介喜空予防事業、老人福祉センター入
浴事業、高齢者自立支援等事業（介護保険対象外と
なる高齢者）の運営費

老人福祉センター給食事業費

」老人福祉センター（給食）事業費891，635円（03％）

妙

○福祉車両貸出
・車イス又は寝台を使用しなければ外

1．小地域福祉活動（ふれあいサロン）事業

出因難な高齢者や陣がい者の家族や

○歳末映画会
「パコと魔法の絵本」を2回上映
入場者数402名

○研修会の開催

親族の介護者に福祉季車両を貸出
利用者10名 実施延べ回数19回

6．ひとり暮らし高齢者、陣がい者等の
社会参加の促進、友愛訪問

7月10日

・講話「認知症にならないために」
講師

保健師

嶋津佐織氏

・事務局説明
サロン協力ボランティアの紹介
2．在宅福祉活動
○給食サービス
・ひとり暮らし、虚弱高齢者世帯の希望

者に昼食を毎週水曜日に配食
利用者82名
実施回数46回
・夕食サービス

延べ2，979食

実施回数9回 606食
○訪問理美容サービス

・家族などの介助だけでは理容店や美
容店へ行くことが囲難な高齢者や院が
い者に、利用料のうち1．000円を助成
利用者2名 実施延べ回数3回
○移送サービス
・身体の不自由な高齢者や障がい者の
方で一般交通手段の利用が因難な方
を病院等へ移送

．？

子育て中の親（保護者）と子どもが気軽
に集まり、仲間作りを通して子育ての悩
みを解消したり情報交換の場となる「ま
ちの子育てひろば」を開設
・「ハートは−と」他（保健福祉会館）
実施回数21回 延べ参加人数473名
・まちの子育てひろばミニフェスティバル
実施回数1回

参力口数16名

4．福祉機器の貸出

月1回町内の割烹店協力により実施

利用者16名

3．まちの子育てひろば事業

実施延べ回数106回
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・章イス69件
・介護ヘッド18件

5．年末年始事業

○ふれあい会食会（高齢者）
ボランティア手作りの料理による会食会
実施回数10匝】延べ参力0人数161名

○紅葉の妻（ひとり暮らし高齢者）
昼食、童謡・太子舌頭の披露
招待音数150名

7．ボランティア活動の振興
○ボランティア講座の開催
実施10講座 305名受講

8．福祉教育の推進

○生徒・児童、親の福祉学習、体験の支援
○トライやる・ウイーク生4名受け入れ
○サマースクールの実施（めだかの学校）

○クリスマスプレゼント

ひとり暮らし高齢者に12月中旬に民
生委員児茎委員の協力で対象者471
名にカレンダーをプレゼント
〇年末ふれあい弁当配怠 54食
ボランティア11名が調理し、学生ボラ
ンティア35名（太子西中生24名、太子
棄中生11名）により配食
サマースクール「めだかの学校」

−ヽ

けしています︒

このコーナーでは社協の特別
会員である町内の施設などで
働く職員の方の生の声をお届

今回は﹁二葉保育園﹂からで

︒
す

2歳児を担当していた時に︑
毎日泣いていた子がいました︒

初めての国生活に慣れなくて

1ケ月程たった頃﹁先生おは
よ−﹂と泣かずに笑顔で登園
してきてくれた事が今でも忘
のを覚えています︒

れられず︑とても嬉しく思った

写真を撮ることにハマってい

http：／／WWW，hyogo−Wel．or．jp／

兵庫県社会福祉協議会ホームペTジ

☆自己紹介をお願いします︒

☆今ハマっていることや︑新し

二葉保育園の小谷です︒ト
ライやるウィークで保育岡に

く挑戦してみたいことは何

いました︒今年で6年目にな

入りのものなどがうまくとれ

ます︒身近な人や風景︑お気に

ですか︒

行かせていただいた事がきっ
かけで保育士になりたいと思

しています︒

り︑子どもたちと楽しく過ご

☆最後に二言お願いします︒

るととても嬉しくなります︒

まだまだ学ばなければなら

仕事をされていますか︒

☆二葉保育園ではどういうお
3︑4︑5才児の混合クラス

これからも楽しく仕事ができ

ありがとうございました︒

小谷先生︑

ステキな写真がたくさん
撮影できるといいですね！

たらと思います︒

ない事がたくさんありますが︑

を担当しています︒子どもが
安心して日々の生活が送れる
ように環境を整え︑遊びを通
して社会性や仲間関係が学べ
るようにそれぞれの年齢にあ
った援助を心がけています︒

☆これまでお仕事をしてこら
れて一番印象に残っているこ
とは伺ですか︒

FAX078−271−3882

℡078−271−3881

福祉人材センター

兵庫県社会福祉協議会

お問合せ先

TEL079（277）0163
〒671−1511太子町太田2052

福祉の就職総会フェア・福祉の就職説明会

兵庫県社会福祉協議会・兵庫県福祉人材センタ【では、福祉関係事業所と求職者の面談
の場を設けること、福祉の仕事への理解を促す機会を設けることを目的として、下記の日
程で「福祉の就職総合フェア」並びに「福祉の就職説明会AUTUMN」を開催します。
求職者は参力0料無料、未経験者も参加できます。

宴府百官

0合同就職面談会（事業所ブ
ースで福祉の職場へ就職を

希望する学生や求職者など
が個別に面談）

0採用予定情報の提供（参加

事業所の求人内容の記載さ

れた情報誌や、その他情報

を提供）
0各種相談コーナーの設置
（福祉現場への就職や資格
等に関する相談コーナーを
設置）
0福祉人材センター登録コー
ナーの設置（来場の求職者
が福祉人材センターへの求
職者登録を行うブースを設
置）

■ノ

太子町で育つ障がいのある子どもが、将来も
希望をもってこの町で暮らしていけるように、私
達、親の会は、いろいろな場で活動をしています。

☆5年に一回実施されている「希望の船」に太子町手をつなぐ親の会会員も一組参加され、
今回はその方に書いていただきました。
希望の船・‥兵庫県内の在宅心身障がい者とその保護者が船上に集い、体験や交流を通じて
社会参加を図ると共に、ボランティア活動の場を提供し、障がいに対する理解を
深め人材を育成することを目的に、兵庫県が兵庫県手をつなぐ育成会に委託し
て実施している事業です。今回は、在宅心身障がい者と保護者351名、スタッフ
203名、計554名で実施されました。

第8回兵庫県「希望の船」に萎別して
6月1日（火）〜3日（木）に「希望の船」が実施され、息子（知的障がい）と参カロしました。神戸ポートタ
ーミナルから大分（別府観光港）に向けて、ウクワク、ドキド辛、豪華客船 −ふじ丸 での出航（船内で2
泊）です。まるで動くホテル，三日間お天気にも恵まれ、波も穏やかで最高の航海でした。
船内活動では、色々な行事（スポーツ、映画、夜店、カラオケetc）が10種類以上も用意されていて驚
きました。準備に大変こ苦労されただろうと思います。二日目は観光バスで移動し
うみたまご （水族
館）を見学、セイウチの腹筋運動にびっくりl
そして、湯布院へ行き昼食、温泉に入浴、散策を楽しみました。息子にとっては船内での豪華な食事が

恵子は、聖な事璧なかを竺準しむことグ難しり自堅牢で：学際▼￣￣

†

子だけで旅行なんて不安で考えられませんでした。でも、親の会の
会長さんや先輩方に勧めていただき、参加して本当に良かったと思
います。良い体験ができた事、ステキな思い出が作れた事、こんな
チャンスを与えていただいた事に感謝、感謝です。
最後に、大勢のスタッフ、学生ボランティアの皆さんに支えられて、
無事にこの旅行を終えることができた事、太子町社協と親の会から
3名の方がスタッフとして行ってくださった事はとても心強かったで
す。本当にありがとうございました。

西播磨福祉地区手をつなぐ育成会主催

冠愈訪日欝良治＠麿畠ぬ
兵庫県手をつなぐ育成会の「障害児療育支援
充実事業」により苗楽療法を実施します。音楽

○対

象

・中学生以上

J ●′＋ t【♪

命

鼻■鴨一h
i tかこ｝1

お申込・お問合せ先

タ

定員15名

・小学3〜6年生 定員10名
・小学2年生以下 定員10名

療法は、 上手に演奏できるようになる ことを

第−に目指すものではなく、古楽活動を通じて
グループ活動に参加できるようになったり、学
習に必要な集中力や認知の能力を高めること
を目的としています。楽しい雰囲気の中で行い
ますので、長い夏休みを有意義に過ごしません
かつ親の会の会員でなくてもご参加いただけま
すので気軽にお問い合わせください。

療育支援の必要な子

○日

〇時

程

第1回

7月27日（火）
第2回 8月10日（火）
第3回 8月24日（火）
間 中学生以上
900〜1000
小学2年生以下1015〜1100
小学3〜6年生1115〜1200

0場 所 子育て学習センター『のびすく』
○講 師 日本古楽療法会認定 宮田京子先生
○参加費 無料
○申 込 7月1日（木）午前9時より一般受付開始

（各日程、各部とも先着順、定員になり次第締め切ります）

太子町手をつなぐ親の会事務局

太子町社会福祉協議会

℡276−4111

く：＝二重垂∃垂垂直二⊃

「めだかの学椀」を細捺します冒
夏休みを利用して、学校では体験できない「福祉体験」に触れて
みませんか？お友達と一緒に、心に残る夏休みにしましょう。
◎日

時

◎場

所

太子町保健福祉会館

7月31日（土）1000〜1530

◎対

象

町内の小学4〜6年生

◎内 容（カ「手話を学ぼうl手話で話そうり講師手話サークルぶらんこ
＝昼食タイム＝

ボランティアさんや目の不自由な方と一緒に昼食を作って食べ
ましょうl

②「地球温暖化と、私たちにできること」、環境体験実験
講師 関西電力姫路支店
◎定 員 30名（先着順）

昨年度の風景
（ミーティング中）

◎申込期間 6月28日（月）〜定員になるまで
◎持
物 筆記用具・お茶
◎服
装 動きやすい服装
◎申込先 太子町ボランティアセンターー18276−6632
太子町社会福祉協議会 ℡276−4111

※昼食に卵と小麦粉、牛乳を使用します。アレルギーのある
場合は、自身で昼食をこ用意ください

I冥宰雲菓i二≒二Ⅱ＝＝工；皇芸】
興味のあるコースにチャレンジ

■■コース
日時

「まちの子育てひろば」補助ボランティア……………定員20人

8月2日（月）900〜1200

内容「まちの子育てひろば」（親と未就学児が集うひろば）の補助
※水にめれてもいい服装で着替え、タオル、ビーチサンタルを用意して

上′コース「布ぞう。を作。てみよう（」…………………………定員10人
日時

8月10日（火）1330〜1600

内容 布ぞうりを2足作ります。1足は寄付。1足は自分用です。

fyコース「介護予防教室」補助ボランティア……………………定員5人
日時

8月4日（水）〜6日（金）900〜1200

内容

65歳以上の方が、介護が必要な状態にならないために個別aH練を行う
介護予防教室のサポートボランティア体験です。

○申込期間
○申込先

6月28日（月）〜

定員になるまで

太子町ボランティアセンター
太子町社会福祉協議会

℡276−6632
℡276−4111

介護予防教室

★各種ボランティアグループに関するお申込み・お問合せ☆
ボランティアセンター

℡276−6632／メールアドレスtaishi−Shakyo＠seagreen．ocn．ne．jp
β
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蜘雛奉義塾
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この助成金は、県民の地域活動への主体的な参加
を促し、ボランタリー活動のすそのを拡大するととも
に、県民自らが行うボランタリー活動の支援を通じて、
活動の安定的かつ継続的な発展を図ることを目的と
しています。

＝

助成金の交付を受けようとするクループは、社協ボ
ロこ洞≡−
一二
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ランティアセンターへの登録とエントリーが必要です。
≪エントリー受付期間≫
平成22年7月5日（月）〜9月3日（金）
害頬は、太子町社会福祉協議会ボランティアセンター
に置いてあります。

ボランティアグループ「のぎく」と、「チャチャチャ」の手作り商

品を、太子町保健福祉会館1階ロビーのショーケースに展示して
います。
2団体とも、売上金は社会福祉の為に寄付を行ったり、福祉に
役立つ商品の材料要となります。

のきくは、「手をつなぐ親の会」の活動に協力するグループと
して誕生し、「あすかの家」や「夢と虹の会」の施設利用者の方
と小物作りを行うなど、活動が広がっています。また、季節の小

物を作って販売し、その売り上げを社会福祉の為に寄付してい
ます。
チャチャチャは、心や体にハンディを持ったこどもや高齢者に
安全で楽しく遊べる布のおもちゃを作っています。こ希望により、
手作りおもちゃを製作いたします。（材料費等は頂きます）
商品購入については、東雲官1階社協事務所にお声かけください。
もゝ
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（チャチャチャ商品）

￣

現在、多様な形の災害が発生しています。
「災害が起こって」から「何ができるのか」を考えるのではなく、「災害
が起こる前」に、「何ができるのか」、を一緒に考えていきませんかつ
ボランティアグループ「あすかたいし」では、災害時に対応できる

仲間づくりやシステム作りを考えるボランティアを募集しています。
発足したばかりのボランティアなので、気軽にご参加ください。

災害発生時にのみならず、高齢者の心に寄り添うボランティア、心が
伴うボランティア活動を考えていく予定です。
問合せ先：太子町ボランティアセンター
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忠276−6632

7月17日（土）
8月21日（土）
9：00〜12：00

お気軽にお越し下さい。

〜社協も支援します目安心して子育てができる地域社会をめざして〜

葛窃㊥冨配砂昼醒

ま妥事業
イメ一三ノキャラクタ▼

r孫育て講座J修了〜♪
第2回「孫育て講座」（全3回）が開催され、「こどもの病気」や
「チャイルドシートの付け方」などを、祖父母世代の方が学ばれま
した。「もうすぐ生まれる孫の送迎を頼まれている」という方や、
「下の子が生まれたので、できる限り力になってやりたい」と皆さ

ん真剣に受講されていました。祖父母は、身近な「子育て支援
者」です0若いパパママを支援してあげてください。

（龍野警察によるチャイルドシートの取り付け）

馳指的癖曙朝』奄壁馳矧
中・高・大学生ボランティアが中心となり、毎年恒例の「水で
遊ばうりを開催します。去年より水で遊べるメニューもパワ
ーアップJ是非ご参加ください。

◎7月5日（月）1030〜1120

こんな時、どうする？
こどもの病気Q＆A
講師 兵庫県看護協会

◎開催日 8月2日（月）10：20集合
※集合時間に間に合わない方は参加できません。

主な運営を学生ボランティアが行いますので、こ理解とこ協

看護師

約壬瞞闇力讐莞禁
◎実施時間1020〜1120

◎7月12日（月）1030〜11．20

こんな時、どうする？
三二三二食育講座
講師 さわやか健康課
管理栄養士

通塾i￣㌧＿＿＿

◎集合場所

太子町保健福祉会館2階
集会室
◎持ち物等 子供用水着（なければ、濡
れてもよい服装）、タオル、
水筒、着替え
※大人は、サンダルを用意してください。
※おもちゃは、こちらで学生が用意しま
す。家から水鉄砲等の遊具を持ってく
ることは、やめてください。

★☆太子町では、次のような所でひろばを開設しております。ぜひ、気軽にご参加ください☆★
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第3木曜日

毎月2回 月曜日

集会室

「￣￣￣￣ 社協「たんばぽ」

2ト28

≧

10＝30〜11＝3日
【
13 まお休み
．277−3880 】 1

8月はお休み

7／3 8／7

電話番号

277−0163

㊥申し込み
㊥申し込み

ト 276−66301

276−6632

たいし社協だより

第136号

β

杜協心配ごと相談

4月・5月受付分

〜受付順・敬称略〜

●阿曽住みよい里づくり協議会

5▲000円

●桑名俊行（東南）亡父敏朗供養

●幸田淑子（矢田部）亡夫文夫供養100，000円
●故森川美−
50．000円

心配ごと相談
〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

「7・8月の相談日は一一一一一…一一…一一一一一

≡ 7月 9日（金）8月13日（金）

23日（金）

200，000円

ありがとうございました。お寄せいただいたあた
たかいお心は、有効に活用させていただきます。

27日（金）

■ヨ菰野∃≡至較1《日時》7月の相談日
●心のケア相談………………‥∴奇数月第3火曜日

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金
平成22年4月

5月

7月20日（火）午後1時30分〜3時30分
●身体障がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
7月21日（水）午前9時30分〜11時30分

27名

27．000円

25名・

・25．000円

●自治会ベンチ助成（馬場）2台・・48300円

●知的障がい者（児）相談………奇数月第3木曜日
7月15（木）午前9時30分〜11時30分

☆開催場所はいずれも
太子町保健福祉会館相談室2
☆秘密は守りますので、安心してご相談ください。

☆予約の必要はございませんが、先に相談者のあ
る場合にはお待ちいただくことがあります。

自治会へのベンチ助成は、このようなベンチを
お届けしています。

読者モニターの

「富木つとご意見」
前回◎5月号についてのご意見は・・・
★『小学生のちょっとだけ仲間と一緒にボランティア体験』車いす
を自分でこいで買い物するのには、段差があったり、陳列棚の
上の商品は取りつらいですし、買い物をした商品を持って車い
すをこくのはとても大変だと思ったことで、少しでも車いすの
人を見たら援助の手を差しのべてほしいと思いました。
★子育てひろばの 児童館へお邪魔します
の質問コーナーが良

かった（どんな所か、低月齢にはどんなことをしているのか気
になっていたので）。もっと増やしてほしい。
★『エコキャップ』何個集まると、どれくらいの物になるのかよく
わかりました。これからも集めていきたいと思います。
★『孫育て講座』姪が生まれました。こういう講座が休日にあれば
私の両親も参加できるのに と少し残念です。ぜひ休日にも開
講していただきたいです。
★『歩の会』では小学生が人生の大先輩から将棋だけでなく、
「あいさつすること」「順番を守ること」「相手に敬意をはらう
こと」なども伝えられていると記事にあり、とても素敵なことだ
と思いました。子ども達が帰るときに大きな声であいさつがで
きていたのは大先輩のおかげだったんですね。
童重なご意見ありがとうございました。
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町民の皆様にこ協力
いただいていますエコ
キャップの回収、6月
の実績を報告します。
今後もこ協力をよろし
くお願いしますり

平成22年6月15日現在
・回収実績……‥・・‥234，400個

・届けたワクチンは・・…293人分
・C02削減効果は……1，846Kg

一

犠⑳図・高柳ら叛うたすけあい・・・・
昭和39年に6月1日を「善意の臼」と兵庫県が制
定し、本会でも6月を善意月間として位置つけ本年
度も啓発活動を行いました。JR網干駅前で通勤・
通学の皆さんに啓発ティッシュと花の種を配布し

たり、町内の郵便局窓口に啓発コーナ〜を設置さ
せていただきました。
また、子どもたちにも「善意の日」を知ってもら
おうと、社会福祉協議会のマスコット「トラちゃん」
が石海幼稚園を訪問しました。啓発風船と花の種
を配り一緒にジャンケン列車をして遊んだりして、

元気いっぱいの園児たちと短い時間でしたが楽し
く交流する事ができました。

ジャンケン列車「だれが先頭かな〜lワ」

私たちは一人では生きていけません。囲っているとき、苦しいときに、気軽に相談できる人、

手を差しのべてくれる人が、身近にいてこそ安心して暮らしていくことができます。
思いやりの小さな灯でも、みんなが力を合わせれば万灯となって輝きます。
一人ひとりが、できることから始め、大きなたすけあいの輪に広げていきましょう。

兵庫県・兵庫県社会福祉協議会（ひようごボランタリープラザ）「善意の田」趣意書より

翫櫛犯訴敵康矧諷船舶
社協では、町民の皆様からの会費、共同募金配分金、福祉バザー売上金、善意の募
金などの財源を活用させていただき、下記事業を含む様々な在宅福祉サービスを実
施しています。ぜひご利用ください。
′＼

訪問理美容サービス
家族の介助だけでは理容・美容店に行くことが困

難な方々に対し、町内の理容・美容組合加盟店の協
力を得て、自宅で理容・美容のサービスを行います。
●対象 介護保険の要介護認定者や、心身機能の低
下及び傷病等をお持ちの65歳以上の方や
身体障害者手帳1・2級該当者
●サービス内容
・理容はカット、顔剃りのみ
・美容は原則カットのみ、ただし化粧の一環の顔
剃りは可
●個人負担

利用者負担は2，000円（利用料3，000円
のうち1，000円を社協が負担します）
●利用方法 利用希望日の1週間前までに指定の申
講用紙でお申し込みください。一人年
間4回までのこ利用で、必ずこ家族か

福祉車輌の貸出サービス
社協の寝台対応リフト付ワコン車や幸イス
移送軽自動章を貸し出し、外出時の負担軽減
や自立生活及び社会参加の支援をします
●対象 車イス又は寝台を使用しなければ外
出困難な65歳以上の高齢者や身体降
がい者等の家族及び親族の介助者
●費用 貸出料は無料ですが、自動車任意保

険料の日割り額が必要です。燃料は
満タンでお貸ししますので満タンに
してお返しください。

介助者が付き添ってください。

サービスのご利用についてのお問い合わせは、社会福祉協議会まで

℡279−4111
たいし社協だより
第136号
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