
153号

令和２年６月10日

発行　おおい町社会福祉協議会
おおい町本郷82-14　あみーシャン大飯内

TEL77-3415　FAX77-1419

令和２年６月10日

発行　おおい町社会福祉協議会
おおい町本郷82-14　あみーシャン大飯内

TEL77-3415　FAX77-1419

～ ありがとうございました ～～ ありがとうございました ～

フロッカスさんより
手作りマスクの寄付
フロッカスさんより
手作りマスクの寄付

　5 月 18 日（月）Café & ギャラリー フロッカスさんから、小規模多機能ホームやすらぎの利用者さんに手作りマスク

を寄付していただきました。

　店主の辻さんは「新型コロナのニュースで高齢者はリスクが高いと聞き、何かできることはないかと思いマスクを作り

ました。少しでも役に立てば嬉しいです。」と思いを語っ

てくださった。

　一つひとつ丁寧に作られたマスクを受け取った利用者

さんからは「こんなことしてもらって嬉しい」「ありがた

く使わせてもらう」といった声が聞かれました。

　やすらぎからは、庭で採れて利用者さんが揉んで作っ

たという新茶が振舞われ、「良い香りでとっても美味し

い」と好評でした。

　辻さんは「同じ思いの人はたくさんいると思う。その

人たちが行動しやすいようきっかけ作りになれば。」と

も話されていました。

在宅子ども支援事業在宅子ども支援事業
　小規模多機能ホームひだまり (口坂本 )、きぼう（三重）、かんよもん ( 山田 ) にて、新型コロナウイルスのため休校となり、

日中家にいる子ども達への支援としてカレーとお弁当の配食を行いました。感染拡大防止の観点からお住まいの地区に近

い集会所や事業所玄関等においてお渡ししました。

　食事を受け取った家庭からは「美味しかった　あり

がとう」「毎週本当に助かっています」などたくさん

の声が寄せられました。

　実施にあたり小学校の先生

方、調理ボランティアさんなど、

たくさんの方々にご協力頂きま

した。ありがとうございました。

＜支援対象者延数＞

・ひだまり　・・・212 人

・きぼう　　・・・262 人

・かんよもん・・・325人

かんよもん

きぼうきぼうボランティアさん

ひだまり

いただいたマスクは大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

6 月 12日（金）13時～ 16時　あっとほ～むいきいき館
6月 19日（金）13時～ 16時　あみーシャン大飯
受付方法　当日　午前８時３０分～
　　　　　電話または窓口にてご予約ください。
　　　　　定員　6名　（定員になり次第受付終了）
　　　　　　　　※相談順は、受付番号順とさせていただきます。
　　　　　　　　※相談される方はマスクの着用をお願いします。

おおい町本郷 82-14　あみーシャン大飯内
TEL 77-3415　FAX 77-1419
E-mail:ohi@ohi-shakyo.or.jo

大飯地区

おおい町社会福祉協議会では、ボランティア活動をやってみたい人・ボラン
ティア活動を依頼したい人をお待ちしています。お気軽にお申し出下さい。

お問い合わせ・ボランティアのお申し出は、おおい町社会福祉協議会まで

おおい町名田庄下 6-1　あっとほ～むいきいき館内
TEL 67-2318　FAX 67-3303
E-mail:natasyo@ohi-shakyo.or.jp

名田庄地区

　 事   業   名               主な活動内容 

給食サービス事業 調理、配達 38 58 

デイサービス事業 話し相手、整容介助 , レク手伝い 1 3

『ひだまり』事業 在宅子ども支援 6 18

『きぼう』事業 在宅子ども支援、剪定、調理 11 36

『やすらぎ』事業  0 0

『かんよもん』事業 臨時休校における食事支援 32 32

『びわの木』事業 草刈り 1 2

　　　　　　　　　  合　　　　計 89 149 

活動延人数
（人） 

活動延時間
（ｈ） 

小規模多機能ホーム利用登録者状況

ホーム名　　　　　　　　 登録者（名）

ひだまり（おおい町名田庄口坂本） 24 23

きぼう（おおい町名田庄三重） 24 19

やすらぎ（おおい町安川） 24 23 

かんよもん（おおい町山田） 24 15 

びわの木（おおい町大島） 18 18

定員（名）

(４月末現在 )

　毎年 6月と 11 月に行っております、寝具乾燥消
毒サービス（おおい町委託事業）ですが、新型コロ
ナウイルスの影響で、6 月の実施を見送らせていた
だきます。次回の実施につきましては、改めてチラ
シ等でお知らせいたします。

寝具乾燥消毒サービス 延期のお知らせ寝具乾燥消毒サービス 延期のお知らせ

　先日発行した『社協だより第 43 号』に記載した福祉推

進員さんに誤りがありました。

　謹んでお詫び申し上げます。

正）坂本区：中嶋喜久子様（奥坂本）、中嶋良子様（口坂本）

誤）坂本区：黒瀬茂様、藤原廣治様

おおい町社協では、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
詳細は福井県社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

新型コロナウイルスに係る 生活福祉資金特例貸付について

・おおい町社会福祉協議会（生活福祉資金担当者） ☎77-3415〔8：30～ 17：00〕
・名田庄事務所（生活福祉資金担当者）　 ☎67-2318〔8：30～17：00〕
・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター（全国共通） ☎0120-46-1999〔9：00～ 21：00〕

【休業】緊急小口資金
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による
収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため
の貸し付けを必要とする世帯が対象。
　貸付上限…20万円
　据置措置…1年以内
　償還期限…2年以内

【失業】総合支援資金
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による
収入減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の
維持が困難になっている世帯が対象。
　貸付上限…単身15万円（月）、二人以上20万円（月）
　据置措置…1年以内
　償還期限…10年以内

〇新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業・失業状態になくても対象となります。
〇この貸付は償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができます。



153号

令和２年６月10日

発行　おおい町社会福祉協議会
おおい町本郷82-14　あみーシャン大飯内

TEL77-3415　FAX77-1419

令和２年６月10日

発行　おおい町社会福祉協議会
おおい町本郷82-14　あみーシャン大飯内

TEL77-3415　FAX77-1419

～ ありがとうございました ～～ ありがとうございました ～

フロッカスさんより
手作りマスクの寄付
フロッカスさんより
手作りマスクの寄付

　5 月 18 日（月）Café & ギャラリー フロッカスさんから、小規模多機能ホームやすらぎの利用者さんに手作りマスク

を寄付していただきました。

　店主の辻さんは「新型コロナのニュースで高齢者はリスクが高いと聞き、何かできることはないかと思いマスクを作り

ました。少しでも役に立てば嬉しいです。」と思いを語っ

てくださった。

　一つひとつ丁寧に作られたマスクを受け取った利用者

さんからは「こんなことしてもらって嬉しい」「ありがた

く使わせてもらう」といった声が聞かれました。

　やすらぎからは、庭で採れて利用者さんが揉んで作っ

たという新茶が振舞われ、「良い香りでとっても美味し

い」と好評でした。

　辻さんは「同じ思いの人はたくさんいると思う。その

人たちが行動しやすいようきっかけ作りになれば。」と

も話されていました。

在宅子ども支援事業在宅子ども支援事業
　小規模多機能ホームひだまり (口坂本 )、きぼう（三重）、かんよもん ( 山田 ) にて、新型コロナウイルスのため休校となり、

日中家にいる子ども達への支援としてカレーとお弁当の配食を行いました。感染拡大防止の観点からお住まいの地区に近

い集会所や事業所玄関等においてお渡ししました。

　食事を受け取った家庭からは「美味しかった　あり

がとう」「毎週本当に助かっています」などたくさん

の声が寄せられました。

　実施にあたり小学校の先生

方、調理ボランティアさんなど、

たくさんの方々にご協力頂きま

した。ありがとうございました。

＜支援対象者延数＞

・ひだまり　・・・212 人

・きぼう　　・・・262 人

・かんよもん・・・325人

かんよもん

きぼうきぼうボランティアさん

ひだまり

いただいたマスクは大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

6 月 12日（金）13時～ 16時　あっとほ～むいきいき館
6月 19日（金）13時～ 16時　あみーシャン大飯
受付方法　当日　午前８時３０分～
　　　　　電話または窓口にてご予約ください。
　　　　　定員　6名　（定員になり次第受付終了）
　　　　　　　　※相談順は、受付番号順とさせていただきます。
　　　　　　　　※相談される方はマスクの着用をお願いします。

おおい町本郷 82-14　あみーシャン大飯内
TEL 77-3415　FAX 77-1419
E-mail:ohi@ohi-shakyo.or.jo

大飯地区

おおい町社会福祉協議会では、ボランティア活動をやってみたい人・ボラン
ティア活動を依頼したい人をお待ちしています。お気軽にお申し出下さい。

お問い合わせ・ボランティアのお申し出は、おおい町社会福祉協議会まで

おおい町名田庄下 6-1　あっとほ～むいきいき館内
TEL 67-2318　FAX 67-3303
E-mail:natasyo@ohi-shakyo.or.jp

名田庄地区

　 事   業   名               主な活動内容 

給食サービス事業 調理、配達 38 58 

デイサービス事業 話し相手、整容介助 , レク手伝い 1 3

『ひだまり』事業 在宅子ども支援 6 18

『きぼう』事業 在宅子ども支援、剪定、調理 11 36

『やすらぎ』事業  0 0

『かんよもん』事業 臨時休校における食事支援 32 32

『びわの木』事業 草刈り 1 2

　　　　　　　　　  合　　　　計 89 149 

活動延人数
（人） 

活動延時間
（ｈ） 

小規模多機能ホーム利用登録者状況

ホーム名　　　　　　　　 登録者（名）

ひだまり（おおい町名田庄口坂本） 24 23

きぼう（おおい町名田庄三重） 24 19

やすらぎ（おおい町安川） 24 23 

かんよもん（おおい町山田） 24 15 

びわの木（おおい町大島） 18 18

定員（名）

(４月末現在 )

　毎年 6月と 11 月に行っております、寝具乾燥消
毒サービス（おおい町委託事業）ですが、新型コロ
ナウイルスの影響で、6 月の実施を見送らせていた
だきます。次回の実施につきましては、改めてチラ
シ等でお知らせいたします。

寝具乾燥消毒サービス 延期のお知らせ寝具乾燥消毒サービス 延期のお知らせ

　先日発行した『社協だより第 43 号』に記載した福祉推

進員さんに誤りがありました。

　謹んでお詫び申し上げます。

正）坂本区：中嶋喜久子様（奥坂本）、中嶋良子様（口坂本）

誤）坂本区：黒瀬茂様、藤原廣治様

おおい町社協では、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
詳細は福井県社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

新型コロナウイルスに係る 生活福祉資金特例貸付について

・おおい町社会福祉協議会（生活福祉資金担当者） ☎77-3415〔8：30～ 17：00〕
・名田庄事務所（生活福祉資金担当者）　 ☎67-2318〔8：30～17：00〕
・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター（全国共通） ☎0120-46-1999〔9：00～ 21：00〕

【休業】緊急小口資金
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による
収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため
の貸し付けを必要とする世帯が対象。
　貸付上限…20万円
　据置措置…1年以内
　償還期限…2年以内

【失業】総合支援資金
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による
収入減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の
維持が困難になっている世帯が対象。
　貸付上限…単身15万円（月）、二人以上20万円（月）
　据置措置…1年以内
　償還期限…10年以内

〇新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業・失業状態になくても対象となります。
〇この貸付は償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができます。




