
8 月 7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。

ボランティア活動保険のお知らせ

保険料　 
基本タイプ　  ３５０円

　　　　 天災タイプ　  ５００円

６月のボランティア状況

 

給食サービス事業 調理、配達 41 58

デイサービス事業 特になし 0 0

『ひだまり』事業 特になし 0 0

『きぼう』事業 特になし 0 0

『やすらぎ』事業 特になし 0 0

『かんよもん』事業 特になし 0 0

『びわの木』事業 特になし 0 0

　　　　　　　  合　　　　計 41 58

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） 18 15

びわの木（おおい町大島） 18 18

定員
（名）

(６月末現在 )

　社会福祉法人福井県共同募金会では令和 2 年 7 月豪雨災害

における義援金を受付しています。

　義援金名：令和２年７月豪雨災害義援金

　               （令和２年１２月２８日（月）まで）

　金融機関：ゆうちょ銀行

　口座番号：00750-4-350

　口座名義：社会福祉法人福井県共同募金会

　通信欄の記入名：※義援金名

※通信欄には「令和２年７月豪雨災害義援金」と記入してく

　ださい。

※窓口での振替手数料は無料です。ATMによる通常払込みに

　つきましては手数料がかかります。

令和 2年 7月豪雨災害義援金のお願い

主な活動内容事   業   名

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

《対象となるボランティア活動》
　国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無
償のボランティア活動」が対象となります。

《補償内容》
　ボランティアが、ボランティア活動中の急激かつ偶発的な外
来の事故によりケガをされた場合や、偶然の事故により他人に
ケガをさせたり、他者のものを壊したりしたことにより法律上
の損害賠償責任を負うことになった場合に保険金が支払われま
す。

《補償期間》
　令和２年４月１日０時から令和３年３月３１日午後１２時
まで
　※中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日０時から
令和３年３月３１日午後１２時までとなります。

《加入申込手続き》
　当会で備え付けてある所定の「加入申込書」に必要事項をご
記入の上、保険料を添えておおい町社協までご提出ください。

《保険料について》

※基本プランは地震、噴火、津波による死亡、けがの補償はあ
りません。災害ボランティアへ参加する可能性がある方は天
災タイプへの加入をご検討ください。
※新型コロナウイルス感染が懸念される現在の状況下では、災
害ボランティア活動を進めることで、感染を広めてしまう可
能性があります。被災地からの発信があるまでは、災害地に
向かうことは控えてください。

　今年度の寝具消毒乾燥サービスですが、新型コロナ
ウイルスの影響により11月のみの実施となりました。
ご了承ください。
名田庄地域…11月  9 日：回収／ 11月 12日：返却
大 飯 地 域…11月 16日：回収／ 11月 19日：返却
※申請書は 10月に送付します。

寝具乾燥消毒サービスのお知らせ寝具乾燥消毒サービスのお知らせ

８月の無料法律相談のお知らせ 155号

令和２年８月５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８月５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

　大島にある小規模多機能ホームびわの木では、いろはカル

タを使ってコロナにまつわる情報を利用者さんに知ってもら

う取り組みをしています。

　作るきっかけとなったのは、縮小してサービスを提供して

いた時のことでした。

　「なんでみんな一緒に来れなくなったのか」「お風呂入るだ

けで帰るのは嫌や」等の利用者さんからの声が上がる中、何

とかこの状況を理解していただけないかと考えて出来たのが

“コロナカルタ”です。

　牛乳パックをカットしてマスキングテープで周りを保護。

文言まで全て職員の手作りです。

　利用者さんからは、「分かりやすい」「そうだったのか・・・」

と言った声があがり、遊びを通して解っていただけた瞬間で

した。

　びわの木の“コ

ロナカルタ”の活

用がいつの日にか

楽しい思い出とな

ることを祈る職員

一同です。

  コロナで
  大変！って
どういうこと？

～私たちはカルタで学んでいます～～私たちはカルタで学んでいます～

おおい町社協では、福祉体験活動

やボランティア活動を通して、人

とのふれあいや思いやりの心を育

むことを目的にボランティア塾を

開校しています。

ボランティア塾生募集！
【募集内容】
対　　象：町内の小学 1年生～中学 3年生まで
活 動 日：毎月 1回、土曜日または日曜日
活動時間：午前 10:00 ～（約 2時間）
活動場所：おおい町内
※活動時間・場所は、内容により変更することがあります。

【申し込み方法、お問い合わせ先】
学校から配布の申し込み用紙、または、
おおい町社協本所までご連絡ください。（8/19〆切）
おおい町社協　本所 TEL：77-3415

 9 月 開校式・レクリエーション
 10 月 花植え
 11 月 ノルディックウォーキング
 12 月 クリスマスプレゼント作り
 1 月 防災のおはなし
 2 月 お仕事研究
 3 月 清掃活動と修了式
※内容は都合により変更することがあります。

【今年度の活動予定】
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