① 令和２年11月１日発行

黒 潮 町 社 協 だ よ り

黒潮町社協
だより

第 42 号

No. 42

2020 年
（令和２年）11 月１日発行
社会福祉法人

黒潮町社会福祉協議会

本所／黒潮町入野 2017番地 1
TEL 43−2835／43−0315
（FAX43−0317）
E-mail:k.syakyoo@iwk.ne.jp
支所／黒潮町佐賀1080番地 1
TEL 55−3371 FAX 55−3620
E-mail:k.syakyoo-s@iwk.ne.jp
URL:http://kuroshiochosyakyo.or.jp/

８/22 黒潮町社協で初めての「チャリティショップ」を開催しました。チャリティショップとは、住民の皆
様から寄付品を募り、その売り上げを社会貢献や住民活動の資金として循環させる仕組みです。活動に賛同す
るボランティアさんを中心に運営されることが特徴です。今回たくさんのご寄付やボランティアさんにご協力
いただき、当日を迎えることができました。ありがとうございました。

【使わないのに捨てられない。その品物が誰かのために。】
ショップ名の「ぐるりん」には、みなさんからいただいた品物が巡っ
て新しい持ち主の手に渡るイメージと、みなさんの善意の気持ちがつな
がり、よりよい循環の形ができるようにとの思いが込められています。

【次回開催案内】たくさんのご来場お待ちしております！
日時
場所

１１月２８日（土）１０：００～１４：００
佐賀地域交流センターみらい（旧佐賀保育所）

※寄付品、ボランティアさん、まだまだ募集中です！ぜひ社協までご連絡を！ ☎ 43-2835

いつまでも元気で暮らせるために
機能向上サービスに取り組んでいます。
正式名称

通所型短期運動機能向上サービス
（通所型 C）とは？
◆３〜６カ月の短期間に専門職が運動機能向上プログラムを実施する事で介護予防や介護状態の軽減を
図る事を目的としています。
◆対象者・・65歳以上の事業対象者（※基本チェックリストで対象となった方）
・要支援 1・2 の方

■通所型 C スケジュールの内容
時

間

項

8：30 送

目

迎

内

容

利用者様をご自宅までお迎えに
行く。

9：15 バイタルチェック

その日の健康状態を確認

9：30 準備体操

足の筋肉の柔軟性を高める体操

10：00 下肢三点セット

足腰の筋力を鍛える運動

栄養・口腔・運動など各週、テー
講 話（月曜日）
マを決めて講話をする。運動の
11：00
体力測定（木曜日） 効果を確認するために週 1 回、
体力測定を行う。

場

所‥通所介護事業所こぶし
（黒潮町拳ノ川 17-3）

連絡先

55-7017

利用日‥月・木曜日
※ご相談のある方は、地域包括支
援センター（43-2240）までご
連絡お願いします。

両上下肢、体幹を使用した体操
11：30 全身体操・口腔体操
「あいうべ体操」等の口腔体操
12：00 終了・送迎
午

後 自宅訪問

利用者様をご自宅まで送る。
運動した効果を生活場面におい
て評価する。

下肢三点セット

傾斜板

ステップ

足踏み

卒業された方々の声
最初はきつくて
しんどかったけど途中
から身体が慣れてきて
楽しかった。

畑仕事が楽に
出来るようになった。

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの皆様へ

生活福祉資金特例貸付のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休職や失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付
を実施しています。世帯単位での貸付となり、生活状況に応じて以下の 2 つの資金があります。

◆緊急小口資金（主に休業された方などで、一時的な資金が必要な方）
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。
貸付上限：20 万円（条件による）
措置期間：1 年以内

償還期間：2 年以内

貸付利子：無利子

保証人：不要

◆総合支援資金（主に失業された方などで、生活の立て直しが必要な方）
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。自立相談支援機関による継続的な支援を受
ける世帯が対象です。
貸付上限：（単身世帯）月 15 万円以内 （2 人以上）月 20 万円以内
貸付期間：原則 3 月以内
貸付利子：無利子

措置期間：1 年以内

償還期間：10 年以内

保証人：不要

日常生活自立支援事業をご存知ですか？
認知症の高齢者や障害のある方などが、福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを
計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に
基づきお手伝いする制度です。

こんなことに困っていたら…
●福祉サービスを使いたいが、どうす
ればいいかわからない
●計画的にお金を使いたいけど、いつ
も迷ってしまう
●最近物忘れが多くて、預金通帳を
ちゃんとしまったかいつも心配
●介護保険関係の書類がたくさんくる
けど、どう手続きしたらいいかわか
らない
・・・など

どんなことをしてくれるの？
●福祉サービスの利用援助
自分にあった福祉サービスを一緒に考えます
～福祉サービスのお手伝いにあわせて、
次のようなサービスも利用できます～
●日常的金銭管理サービス
預貯金の出し入れや公共料金の支払いなど日常
のお金のやりとりをお手伝いします
●書類などの保管サービス
定期預金証書や実印など重要書類を金融
機関の貸金庫を利用して保管します

利用料金は？
◆訪問などによる援助 ・・・ 1 時間 1,500 円（30 分単位でも利用できます）
◆書類などの保管サービス ・・・ 年間 6,000 円（分割払いできます）
※生活保護を受けている方はいりません。

それぞれのご相談・お問い合せ⇒黒潮町社会福祉協議会
（本所：43-2835・支所：55-3371）
まで

第 15 回

黒潮町社会福祉大会

11 月 15 日（日） 10 時～ 11 時ごろ
●日 時
●場 所
黒潮町総合センター（黒潮町佐賀 1080-1）
■大会日程
10：00 ～

社会福祉大会
町長表彰（模範高齢者）
町社協会長表彰（優良介護者）
元気な 90 歳表彰

～大会開催にあたって～
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、身体的距離の確保、マスク着用や手指消毒など、
感染防止対策を徹底したうえで開催します。
尚、会場での密集を回避するため、講演等は中止としており、今回は参加を表彰受賞者のみに限
定して開催します。受賞者及び引率者以外の方の入場はできませんので、皆様のご理解ご協力をお
願いします。

心 配 ご と 相 談

【11～2月開催予定】

町社協では、皆さんの心の負担が少しでも軽くなるよう「悩みごとや苦情」等々の解消を目指して、
下記日程により相談をお受けしています。お気軽にご利用下さい。
※開催時間 ○午前 10 ～ 12 時
○午後１時 30 分～３時 30 分
《大方地区（巡回相談）》

《佐賀地区》
●12月1日
（火）

●11月6日
（金）

午後：総合センター（役場佐賀支所前）

午前：鞭集会所

●２月9日
（火）

午後：保健福祉センター
●11 月 27 日（金）

午前・午後：総合センター（役場佐賀支所前）

午後：保健福祉センター
● 2 月 5 日（金）
午前：蜷川生活改善センター
午後：伊田浦老人憩の家

善意銀行
宮地 葉子
二宮八千代

野菜・古切手・マスク・米など、たくさんのご寄付をいただきました。
ありがとうございました。
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