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善意のお気持ち
市社会福祉協議会では、市民のみなさまからの「地域の
ために使ってほしい」という思いのこもった金銭や物品
等をお預かりして、地域福祉のために大切に使っていま
す。みなさまのあたたかい善意をお待ちしています。

【遺志金】
・田中英樹 様（みゆき台）
１０，０００円
亡父 田中 明 様の遺志として
【一般寄付】
・藤澤正則 様（御幸辻）
【寄贈品】
・鈴木淑郎 様

食品等

（敬称略）

社会福祉協議会介護職員の募集
～社会福祉協議会からのお知らせ～

○要資格

＊カプセルはペットボトル
（５００ml）程度の大きさ
＊お一人様につき１セット
（カプセル、情報カード等）

●私の想いノート「エンディングノート」

栄迫さん/深井千恵子/中岡則次/藤澤正則/
齋藤三千代/池之側喬/
橋本市障害児者父母の会/悠久の杜保護者会/
恋野１１班サロンびわのこ/橋本市役所/
㈱リビングセンター長野/紀和産業協業組合/
紀見長寿会/訪問看護ステーション千樹木/

○給与等

あんしんカプセルは、自宅で急に体調が悪くなる
など、救急搬送時に必要な「持病」
「医療情報」
「緊
急時連絡先」などの情報を記したカードをカプセル
に入れ冷蔵庫に保管、救急隊員から医師に必要な情
報を伝え、迅速な治療に役立てます。

１１，０００円

使用済み切手・書き損じはがき等をいただきました

○職種
○雇用形態
○仕事内容

●救急医療情報キット「あんしんカプセル」

登録ヘルパー
登録
(生活支援)調理、掃除、買い物等
(身体介護)食事、入浴介助、清拭
(生活支援)時給 1,000 円～
(身体介護)時給 1,400 円～

「いざという時」に、あなたの大切な人へあなた
の「想い」
（思い）を伝えます。「もしもの時」に役
立つよう、自分の大切な情報を記録しておきましょ
う。内容は、私のプロフィール（預貯金・保険・年
金等）、病気（告知・延命治療）、介護が必要になっ
た時、葬儀、お墓等です。
＊ノートは
B５版５２ページ
＊お一人様１冊

橋本防災士の会より

もしもの時のいつもの備え
Vol.２1

非常用持ち出し袋に入れておくべきもの

「素早く」「安全に」移動するためのものを厳選する。
荷物は「走れる重さ」にとどめ、体に密着できるリュック
サックを使用し、素早く移動できる重さを心掛けますよ
う。詰め方は、背中にあたるものは軟らかく、上にいくほ
ど重いものを入れる。家族一人ひとりが準備する。持ち物
分担を話し合っておきましょう。

普通自動車第１種免許及び次の何れか。

・ホームヘルパー2 級
・介護職員初任者研修修了者
・介護福祉士
○応募期間 随時
○申込方法 「介護職員採用申込書（履歴書）」を提
出してください。市社会福祉協議会で
配布します。
お問い合わせ
市社会福祉協議会
担当：辻脇
電話：33-0294
FAX：33-4377

●避難時の安全確保グッズ
リュックサック、紐付きスニーカー（踏抜防止インソー
ル入り）、軍手、作業手袋、レインウェア、LED ヘッド
ライト、応急セット
●情報収集と安否確認道具
ハザードマップ、モバイルバッテリー、携帯ラジオ、予
備電池、紙とペン、家族の連絡先メモ
●避難先で体調管理するグッズ
着替え（1 回分）、携帯トイレ、タオル、マスク
●水と食料と役立つもの
飲料水（５００ｍｌ×２本）、非常食（カロリーメイト
など）、ゼリー飲料、アルミブランケット、ポリ袋
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日常生活を支える車椅子や福祉車両の貸し出しを行っています
○車椅子（費用は無料です）
・市内在住の方で、一時的に車椅子を必要とする方。
・利用期間は原則２週間程度もしくは１か月以内です。
○福祉車両 （費用は無料です。使用燃料のみ自己負担）
。
・市内在住の障がい者、高齢者、歩行が困難で車椅子を利用され
ている方。原則３日以内が利用期間です。
・希望する日の 3 か月前から 1 週間前までに申請書の提出が必
要です。
※何れも利用前にお電話で空き状況等をご確認ください。
電話：３３-０２９４

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内
コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業および減収等により生活資金（家賃・食費・光熱費等）
でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費））の特例貸付を実施
しています。なお、受付期間が延長され１１月末日までとなっています。
◎令和 2 年 10 月 1 日以降、一部取扱いが変更となりました。
① 総合支援資金の借入申込にあたって、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用が必須
となりました。
② 新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことを証する書類の提出を求める場合があります。
■詳細については、市社会福祉協議会までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。
相談を希望される方は、事前にご連絡ください。電話：３３-０２９４

社協の相談
心配ごと相談
1１月 1 日(月)
5 日(金)15 日(月)
時間 13:00～16:00
場所
月曜日 市保健福祉センター2 階
金曜日 高野口地区公民館

お気軽にご相談ください。
電話は全て３３－０２９４
まちの法律家
なんでも相談

介護の相談

1１月１８日(木)

月～金曜日(祝日除く)

時間
場所

13:00～16:00
市保健福祉センター2 階

相続・遺言・成年後見制度等、行
日常生活の悩みごとや心配ごと等

政書士が相談に応じています。予

お気軽にご相談ください。

約が必要です（先着 4 名まで）
。

時間 9:00～17:00
場所 市保健福祉センター2 階
介護に関すること等に職員が
相談に応じます。

社協ホームページ

社会福祉法人

橋本市社会福祉協議会

橋本市社協

広報は、みなさまにご協力いただいた社協会費・赤い羽根共同募金により発行しています。
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第１９回

社協映画まつり「いのちの停車場」
（119 分・日本語字幕付き）
●あらすじ

© 2021「いのちの停車場」製作委員会

日時

１１月２３日（火・祝）

場所

橋本市民会館ホール

長年にわたって大学病院で救
命救急医として働いてきたもの
の、父・達郎（田中泯）が暮らす
石川県の実家に戻ってまほろば
診療所に勤めることにした白石
咲和子（吉永小百合）。院長・仙
川徹（西田敏行）、看護師・星野
麻世（広瀬すず）、そして大学病
院の事務職を辞めて咲和子を追
ってきた野呂聖二（松坂桃李）ら
とともに、在宅医療を通して患者
と接していく。救命救急とは違う
医療の形に戸惑っていた咲和子
だったが、次第に在宅医療だから
こそできる命の向き合い方があ
ることを学ぶ。

開場 13：00、上映 14：00

（金）

〇 入場券／５００円 ※入場券完売次第、販売は終了します。
※当日入場券の販売は実施いたしません。ご了承ください。
〇 販売枚数／３００枚（原則お一人様２枚まで）

〇 販売開始／11 月８日（月）正午～１７：１５ 翌日からは、８:３０～１７:１５（土日は除く）

≪お問い合わせ先≫

橋本市社会福祉協議会
〒648-0072 橋本市東家 1-3-1 市保健福祉センター２階 電話：３３-０２９４ FAX：３３-４３７７
□ 注意事項
＊都合により開場時間を早める場合があります。また、場内はドアを開放し、空調により換気を行います。服装での

調整をお願いします。
＊車でお越しの方は、橋本市民会館西隣の職員駐車場または保健福祉センターの駐車場をご利用ください。
＊車いすでご来場の方や、手話通訳が必要な方は 11 月 19 日（金）までにご連絡ください。
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、37.5℃以上の発熱のある方や体調不良の方、マスクを着用されていない
方は入場をご遠慮ください。また、入場券の半券に氏名、住所、電話番号の記入を事前にお願いします。
感染者が発生した場合、記入頂いた個人情報は必要に応じて保健所等の公的機関に提出いたします。
＊11 月 23 日の開催の有無は、11 月 19 日（金）午前 11 時に決定し、
橋本市社会福祉協議会のホームページでお知らせします。
お電話でのお問い合わせは、（℡33-0294）土日除く
11 月 19 日（金）13：00～17：00
11 月 22 日（月）9：00～17：00

にご連絡ください。

