愛知高等養護学校の皆さん

愛知中学校 家庭科学部・美術部の皆さん

今だからこそ大切にしたい・人とのつながり
〜心のこもった贈り物〜

ボランティアの皆さん

ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄお届けしました!!

表紙の写真は、本会のチョボラ ( ちょこっとボランティア ) 体験事業における「クリスマスプレゼント
作り体験」の様子です。愛知中学校 家庭科学部・美術部の生徒の皆さん、愛知高等養護学校の生徒の皆さん、
地域のボランティアの皆さんなど、たくさんの方々に関わっていただいた１つの取り組みです。
本紙 4 ページにて紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。
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特集

コロナ禍での愛荘町社会福祉協議会の事業展開

【介護サービス事業】

本会では、各種介護サービス事業を展開しています。コロナ禍の中、これまでの在宅生活が営むことができ
るよう、感染防止対策の徹底を図りながらサービスの提供を継続しています。今回は、その様子の一部を紹介
いたします。

ホームヘルプサービス（訪問介護事業）
在宅において日常生活に支障のある、要介護や要支援認定を受けた高齢
者や障がいのある方に対して、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、ご利用
いただく方の心身の状況に合わせて、入浴・排泄・食事・通院介助等の身
体介護や調理・洗濯などの生活援助のサービス等を提供しています。
職員はマスク、ゴーグル、ガウン、手袋
の着用等の感染防止対策の上、サービスを
提供しています。また、利用者の方にもマ
スクの着用や検温をお願いしています。

「地域のサロンが中止となり、寂しいです。そのような中、
ヘルパーさんが来てくれることが嬉しいです。もし来てく
れていなかったら、１日誰とも喋らない日もあります。」

利用者さんの声

デイサービス（通所介護事業）
愛の郷デイサービス（社会参加促進型通所介護事業所）

身体機能の低下が心配される方や要支援１・２の認定を受けた方が、自宅において自立した日常生活を営むこ
とができるよう、生活運動機能を目的とした体操や認知症予防の脳トレを行っています。

いきいきデイサービス（秦荘通所介護事業所）

要支援１・２の認定を受けた方や要介護１以上の認定を受けた方などが、自宅において自立した日常生活を営
むことができるよう、入浴や食事の提供、必要な日常生活上のお世話や機能訓練等のサービスを提供しています。

送迎車内の消毒

飛沫防止パネルの設置

二酸化炭素濃度計測器の設置
（愛の郷デイサービス）

消毒については、送迎後の車内や昼食前後・利用者帰宅後にテーブル、イス、手すり、トイレ、食堂等の施設
内を行っています。
デイルーム内では、飛沫防止パネル、空気清浄器（いきいきサービス）、サーキュレーター等を設置し、換気
や座席が密にならないように、常に気をつけています。
職員は、特に入浴・食事介助、口腔ケア等の際は、ゴーグルやフェイスシールドを着用の上、サービスを提供
しています。

ケアマネージャー（居宅介護支援事業）

「敬老会・老人会などの行事も
中止、畑をしていても誰とも会
わない。週１回、デイサービス
に行くことだけが楽しみです。」

利用者さんの声

介護サービスを受ける時に必要となる居宅サービス計画 ( ケアプラン ) の作成、相談、申請代行、サービス調
整等を行っています。その人らしい地域に根ざした生活が送れるよう、一人ひとりの状態に合わせたケアプラン
を作成しています。
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コロナ禍での愛荘町社会福祉協議会の事業展開

【障がい福祉サービス事業】

ふれあい共同作業所（就労継続支援Ｂ型事業）
ふれあい共同作業所は、さまざまな障がいや病気により一般就労が困難な方が、それぞれの目標に向
かって、自分たちが持っている力を発揮しながら、地域で働き、安心して生活を送るために必要な訓練
を行う障害福祉サービス事業所です。
新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっている状況ではありますが、利用者の皆さんが安心して利
用できるよう、感染予防対策を徹底しながら、就労支援、生活支援、相談支援などのサービスを提供し
ています。
就労支援活動においても、コロナ禍による経済活動の状況から受注作業に大きく影響が出るかと心配
しておりましたが、仕事を受注している企業様や団体様のご協力のもと、比較的安定した仕事量を確保
することができており、利用者の皆様もマスクを着用しながら、日々頑張って取り組んでいただいてい
ます。
そのような中、利用者の皆さんが楽しみにしている、余暇活動や交流活動などがコロナ禍の影響によ
り実施できない状況が続いており、地域の方々との触れ合う場やさまざまな経験をする機会が無く、寂
しい思いをしていただいているかもしれません。しかし、こんな時だからこそ笑顔を忘れず、今できる
ことを精一杯頑張り、お楽しみ会や交流活動等が再開できることを信じ、コロナに負けずみんなで協力
しながら日々の活動に取り組んでいきたいと思います。

通所時の検温と健康チェック
を欠かさず実施しています。

マスクを着用して作業に取り組んでいます。

障がいホームヘルプサービス（居宅介護事業）

昼食場所もパーテーションで
区切り、飛沫感染予防に取り
組んでいます。
今日は雲ひとつない
良いお天気ですよ。

障がいのある方のサービスに『同行援護サービス』がある

ことをご存知でしょうか？

同行援護とは、視覚障がいにより移動に困難のある方に外
出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
移動の援護、その他外出する際の必要な援助をすることで、社
会参加や地域生活を送る上でなくてはならないサービスです。
現在、新型コロナウイルス感染症感染予防のため、介護者

３cm くらいの上り
段差があります。

はもちろん、ご利用者様にもマスクの着用、手指消毒等の感
染予防対策を徹底しつつサービスを実施していますが、同行
援護は密接をせずにはサービス提供できません。今は受診や
買い物、散歩等の外出を援助していますが、以前のように彦
根城やコンサート等に出かけられる日が早く戻ってくること
を願っています。
当事業所では、この他に身体介護、家事援助、通院介助のサー
ビスを実施しています。
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コロナ禍での愛荘町社会福祉協議会の事業展開

【地域支援事業】

★クリスマスプレゼント作り体験～ Make a smile︎ ～☺
今年度はコロナ禍の中、たくさんの人が集まっての活動を行
うことが難しい日々が続いています。そのような中でも「人と
人とがつながり合う活動」はないかと考え、一人暮らし高齢者
や高齢者世帯等の見守り活動を継続するため、いきいき見守り
訪問事業 ( 本広報 58 号にて紹介 ) で配布する品物として、花
の刺繍入りの巾着袋の製作を企画しました！！
そして、愛知中学校家庭科学部・美術部の方、愛知高等養護
学校の方、地域のボランティアの方等、たくさんの方々が品物
の製作に携わってくださいました。みなさんのおかげで、素敵
なプレゼントが製作できました♪
また、配布が冬の時期でもあり、愛知中学校美術部の方が作
成したクリスマスカードを添え、心温まるクリスマスプレゼン
トとして、地域の見守り協力員の方々を通じて届けていただき
ました！品物を受け取られた方からは、「手間暇かけられた品
物をいただいて、ありがとうございます」、「手作りのものをい
ただける機会があまりないため、とても嬉しいです」など、感
謝の言葉を笑顔で話されていました♪
コロナ禍の中でも、人と人とがつながり合い、たくさんの方
の笑顔を作ることができました。
本会では身近な地域での見守り活動を推進しています。活動
や協賛品等のお問い合わせは社協事務局までお願いいたします。

長野西見守りサポート会議～クリスマスプレゼントを届けました～

プレゼント作りの様子

長野西自治会では、平成 30 年 4 月から見守りサポート会
議を立ち上げられ、区役員、民生委員・児童委員、福祉推進
委員、協力員等で年３～４回、見守り対象者の近況や自治会
内の課題を中心に協議をされています。
今回、クリスマスの時期、自治会内の高齢者さんにプレゼ
ントをお配りする取り組みがこの会議から企画されました。
昨年１２月２日、会議メンバーが集まり、プレゼントを入
れる箱やメッセージカードを手作りされ、１２月２４・２５
日に自治会内の「９０歳以上の高齢者の方」と「８０歳以上
の一人暮らしの高齢者の方」にプレゼントをお届けされまし
た。
コロナ禍で孤独や息詰まりを感じることも増える中、心が
ほっとする取り組みでした。

プレゼントお届けの様子
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コロナ禍での愛荘町社会福祉協議会の事業展開

【ボランティアセンター事業】

サンタクロース訪問を実施しました★
昨年１２月２３日（水）にサンタクロース訪問を実施し
ました！！今年度は７名のボランティアさんがサンタク
ロースやトナカイに扮し、申し込みされた町内２１世帯を
訪問しました♪
愛荘町ボランティアセンターでは、今後も住民のみなさ
んに夢をお届けするボランティア活動を企画していきたい
と思っています！！ボランティア活動に興味がありました
ら、お気軽にお問合せください♪

サンタさんやトナカイさんの登場に
子どもたちも大喜びでした★
いよ
いよ ！！
開始
貸出

リモートボランティアＤＶＤ 完成しました～☆

今年度のちょこっとボランティア体験（略してチョボラ）では、皆さんの趣味や特技を活かして、演芸
など活動をされている様子の映像化にご協力いただける方を募集しました！たくさんの方にご協力してい
ただき、コロナ禍でも、身近にボランティアさんの催しを楽しんでもらえるＤＶＤが仕上がりました♪
撮影風景の様子
↓

華やかな踊りを披露し
てくれました☆

何の絵本を読んで
もらえるのでしょうか？

ボランティアさんから「このような形で披露できるのはうれしい！」と話されていました。このＤＶＤを
きっかけに、コロナ収束後、直接披露してもらえる日がたくさん来てくれることを楽しみにしています♥

地域の集まりや敬老会・施設での催しで活用していただけます！
利用される方は、愛荘町ボランティアセンターまでご連絡お待ちしております★
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コロナ禍での愛荘町社会福祉協議会の事業展開

【相談支援事業】

住民皆様の「くらしの困りごと」に対して、お話を丁寧に聴かせていただき、課題解決に向けて一緒に考えています

コロナ禍の影響による失業や減収により、生活が苦しくなっ
ている方が増えてきています。
本会では、生活費を貸付させていただく生活福祉資金貸付事
業（特例貸付）や、生活の困りごとを整理し、一緒に仕事探し
や家計の見直しなど自立に向けての支援をさせていただく生活
困窮者自立支援事業に取り組んでいます。

【生活福祉資金特例貸付】
（R2.3 月～ 12 月現在）
緊急小口資金 相談件数 210 件
総合支援資金

申請件数
相談件数
申請件数

171 件
314 件
293 件

【生活困窮者自立支援事業】
（R2.4 月～ 12 月現在）
新規相談受付件数 143 件
プラン作成件数

8件

不安を抱えて相談に来られる方が安
心して話ができるように、感染症対策
を取りながら丁寧な説明と傾聴を心が
けています。
生活での困りごとがございましたら、
一人で悩まずにご相談ください。
その他にも・・・・
相談コーナーはパーテーションを設置して対応しています

【心配ごと相談所】
地域の民生委員・児童委員にご協力いただき、毎週水曜日に相談所

を開設しています。
日ごろの生活課題に対して、「どうしたらよいのかわからない」、「誰
も相談できる人がいない」、「どこに相談したらよいのかわからない」
など、お困りの方のお話を聞かせていただき、課題の整理や必要な相
談機関のご紹介等を行っています。

【地域福祉権利擁護事業】
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が不十分な
方が、安心して日常生活を送ることができるよう本人の意思決定にも
とづき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行
う事業です。

相談支援を担当する職員は毎月１回、情報共有や課題検討
を行う相談支援事業調整会議の開催や、県や県社会福祉協議
会などが開催する研修等に積極的に参加し、相談員のスキル
アップの向上に努めています。
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わんぱくひろばへあそびにきてね
愛荘町社会福祉協議会では、愛荘町から委託を受け、子どもの健やかな成長を願って、子育てひろば
を開催しています。
未就学児の親子を対象に、地域で安心して子育てをおこなえるように「ほっ 」とできる交流の機会や
相談、安全な遊び場づくりなどの子育て支援をおこなっています。
【場 所】町立福祉センター愛の郷
【対象者】就学前の子どもとその保護者
【持ち物】・水分補給のためのお茶をご持 参ください。
【開催日】月・水・木曜日 ９：００～１２：００
１３：００～１５：００

新型コロナウイルス感染
症対策の状況によっては、
開催を休止させていただく
場合がございます。
「わんぱくひろば」の開催
状況については、愛荘町社
協ホームページをご覧くだ
さい

第３木曜日は、「お誕生日会」！！お誕生日月のおともだちをみんなでお祝いします。♪また、助産師さんも第３木曜
日に来てくださいます。！身長・体重も測れますよ。★
～新型コロナウイルス感染症予防のための利用に伴うお願い～
・利用前には、必ず親子ともに検温をお願いします。
※37．5度以上の熱がある場合や同居の家族の方で感染の疑いがある場合は、利用をご遠慮いただくようお願いいたします。
・ランチタイムは当面の間利用できません。12：00～13：00は換気をしますので、ひろば内に入っていただくことはできま
せん。
・感染拡大を踏まえ３密を避けるために8月3日から当分の間、1日15組に利用人数を制限させていただいておりますので、
ご了承ください。

愛荘町社会福祉協議会では、地域で生活をしていくうえでの相談窓口として、
各種相談事業を行っています。

福

心配ごと相談所
この相談所は、町民みなさまの生活に関する相談の窓口と
して開設しています。

開設日時
毎月第 1 ～４水曜日

13：30 ～ 15：30

開設場所
第 1・3 水曜日…町立福祉センター愛の郷
第 2・4 水曜日…ラポール秦荘いきいきセンター

相 談 員

※心配ごと相談は、電話でのご相談も
お聞きしています。
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相

談

（随時）

この相談所は、町民みなさまの福祉に関する相談の
窓口として、随時、社協の各事務所で開設しています。

行 政 相 談 所
日時：毎月第 2 木曜日 13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

人 権 相 談 所
日時：毎月第 4 水曜日 13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

第 1・4 水曜日…民生委員・児童委員
第 2・3 水曜日…社会福祉協議会職員

愛の郷：42-5843（直通）
いきいきセンター：37 ー 8063

祉

有線 2043

あ

り

がとう

善意銀行だより
ご寄付をいただきありがとうございました。 お寄せいただきました金品等は、 地域福祉活動の推進や在宅福
祉サービスの充実などの取り組みに活用させていただきます。 また、 寄付物品は、 お困りの町民の方々のため
に有効に活用させていただいており、 皆様からの善意を心より感謝申しあげます。（2020.12.1～ 2021.3.1）
★ 100,000円・・・・・・・・・・・・・・・・豊満リサイクル推進委員会 様
★ 1,100円・玄米 10kg・白米 15kg・・・JA東びわこ女性部 様

★ 白米 5升・・・・・・・匿名

様

「声の広報」を貸出しています！
本会では、文字が読みづらい方などに
「広報あいしょう」や「議会だより」、本会の広報紙「社協あいしょう」
等を朗読ボランティアさんがカセットテープに録音し、無料で貸し出しを行っています♪目が見えにくい方
や高齢者施設等にも貸し出しをさせていただきます。お試し利用も可能です☆利用を希望される方は、愛荘
町社会福祉協議会
（TEL：42-7170）までお気軽にご連絡ください！お待ちしております♪☎

JA東びわこ女性部 様からお米等の寄贈をいただきました !!
昨年１２月１０日、JA東びわこ女性部 様の「愛の米ひとにぎり運動」より、お米等を
寄贈していただきました。
「愛の米ひとにぎり運動」は、1973年から続くもので、JA東びわこ女性部 様のささや
かな気持ちを新米ひとにぎりに託し、管内の社会福祉協議会等に寄贈されています。
今後、本会事業などに活用させていただきます。ありがとうございました。

愛荘町商工会青年部 様から寄付をいただきました !!
昨年１２月８日、愛荘町商工会青年部 様より、「“絆 ”感謝運動」において災害復興支援
のための募金活動を青年部内で行われ、集まった 14,649円を寄付してくださいました。
寄付金は、商工会青年部 様の希望もあり、令和２年７月豪雨災害義援金として、中央
共同募金会に送らせていただきました。ありがとうございました。

協賛品のご協力ありがとうございました！
地域の一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を見守り協力員が訪問し、声掛けをしています★毎月２回、プレゼ
ント品を持って訪問させていただいています。社協では、訪問時に見守り協力員が持参する協賛品を募集して
います。詳細は、愛荘町社協
（愛知川事務所）までお問い合わせください。

（株）ダイニチ 様
昭和 63年に取得された透湿性
防水布の特許技術を活かし、お
むつカバーや防水シーツ、スキー
ウェア等の商品を生産しておら
れる企業さん (東円堂地区 )です。
①防水シーツ 7種類
②食事用エプロン
昨年にご協賛いただいた防水
シーツは、見守り利用者さんと介護者さんにご活用いただき
ました。今年度も「新しく導入した機械で生産した製品です。
地域にお役立てください」とご協賛いただきました。

花てまり 様
花てまり 様は、福祉センター愛の
郷で毎月第 1・3木曜日に活動されて
います。ミシンや針仕事にて、小物入
れなどの可愛らしい作品を作られてい
手作りマスク
ます。「地域の見守り活動に活用して
ください」と手作りマスクをご協賛いただきました。

滋賀県湖東歯科医師会 様
毎日の口腔ケアにより、体の防御
力がアップします。歯みがきと舌み
がきで新型コロナウィルスやインフ
ルエンザウィルスにも対抗しましょ
う。「全身の健康はお口から！」い
つまでも健康で長生きしてください 歯ブラシ・舌ブラシ・チラシ
100セット
ね。お口の健康でお困りがあれば、
近くの歯科医院へお気軽にご相談ください。

愛知川赤十字奉仕団 様
愛知川赤十字奉仕団 様は環境
美化活動、災害救護の活動、献血
推進、社会福祉活動など、地域に
貼るカイロ 400個
密着した奉仕活動を実践されてい
ます。「地域の見守り活動に活用してください」と貼るカイ
ロをご協賛いただきました※毎年団員さんが集まって手作り
の物を作成されますが、今年はコロナ感染予防のため集まる
ことができないので、カイロを協賛くださいました。

