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座っている時間を減らそう！ラジ
オ体操、お散歩もおすすめです。
ただし、人混みは避けましょう。

気の合う人や離れている家族と電話で話
したり、メールや手紙のやりとりをして
励まし合うことで気分が明るくなれば食
欲もわいてきて、プラスの方向へ導いて
くれます。
振り込め詐欺には注意しましょう！

新型コロナウイルスの影響に
より２月末から︑各町内での
サ ロ ン も ス ト ッ プ した状態が
続いています︒外出自粛で気分
も落ち込みがちですが︑こんな
時こそ﹃自宅で実践！無理せず
楽しくフレイル予防‼﹄

三食欠かさずバランスの良い食
事をとりましょう！筋肉のもと
となる良質なたんぱく質をしっ
かりとることが大切です。

お口を清潔に保つこと
が感染症予防に有効で
す。毎食後、寝る前の
歯磨き、義歯の清掃を
徹底しましょう。

楽しみにされているサロン等が休止になって、不安がつのる毎日を過ごしている方もたくさんおられ
ます。ひとりで悩まず、誰かに相談しましょう。社会福祉協議会でもサロン運営や健康維持等の相談
を受け付けています。
電話 ５１−００９１
担当：大壁

鯖江ライオンズクラブの皆さん
『マスク 1,000 枚』ありがとうございました。
新型コロナウィルスの影響により、マスクの需要が高まり、供給が追い付
かず全国でマスク不足が叫ばれています。
鯖江市でも店頭からマスクが無くなり、購入手段が限られており鯖江市社
会福祉協議会では、介護現場等で使用するマスクの確保に頭を悩ましていま
した。
そんななか、鯖江ライオンズクラブからマスク1,000枚が、鯖江市を通じ
て届きました。
いただいたマスクは、早速当協議会で行っている介護保険事業の現場職員
に配り役立たせていただきました。
鯖江ライオンズクラブの皆さんの温かいご支援に御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響による

休業や失業で生活資金にお困りの方へ
申込の流れ

申込者

申込書等を郵送

鯖江市社協

書類チェック

｛

審

福井県社協

査

給付では
ありません。

福井県社会福祉協議会では、新型コロナウィル
ス感染症拡大等の影響により収入減少があった世
帯に対し、生活福祉資金貸付制度にかかる特例貸
付を実施しています。
お申し込みをされる方は、福井県社会福祉協議
会のホームページに掲載されている申込様式など
をダウンロードし、必要書類と共に鯖江市社会福
祉協議会まで郵送してください。
なお、ホームページから様式などをダウンロー
ドできない方は、鯖江市社会福祉協議会から郵送
いたしますのでご連絡ください。

貸付決定の場合

送

金 ※

お問合せ・郵送先 鯖江市社会福祉協議会

※申込書類が県社協に到着後、 〒916−0022 鯖江市水落町2丁目30−1 ☎51-0091
2〜3 週間程度を要します。 感染拡大防止の観点から、電話にてお問い合わせ
ください。

（

）

令和２年度
『ひとり暮らし高齢者のつどい』の中止のお知らせ
例年、地域の方と交流を図る鯖江市主催の『ひとり暮らし高齢者のつどい』を
市内４カ所の会場で開催しておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大が終息
の見込みが立たないことを受けて、令和２年度の『ひとり暮らし高齢者のつどい』
を中止させていただきます。
楽しみにしていただいた方々には大変申し訳ありませんが、参加者の安全が第
一であるため、ご理解いただきますようお願いいたします。
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令和２年度

社協会費

にご協力お願いします

例年 6 月から社会福祉協議会の会費の御協力をお願いさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染
拡大が続いている状況を受け、関係各位の健康・安全面第一に考慮し、募集期間を 1 ヶ月延期し、7 月から募集
させていただくことになりました。皆様から寄せれた会費は、社協が実施する地域福祉事業の大切な財源となっ
ています。依頼させていただいた際には、普通会費、賛助会費、特別賛助会費について御協力をよろしくお願い
します。

普通会費

目安額 1 世帯あたり 500 円

全世帯へ 区長さんを通じてお願いたしますの
で、封筒が届きましたら、ご協力をお願いします。
また、2,000 円以上ご協力いただいた方は、
「特
別会員」として「社協だより」にご芳名を掲載さ
せていただきます。

賛助会費
特別賛助会費

1口

3,000 円

1 口 10,000 円

全世帯にお願いする普通会費とあわせて、社協の
活動に賛同いただける個人・企業のみなさまには、
『賛助会費・特別賛助会費』のご協力をお願いして
おります。ご協力いただいた方のお名前は、「社協
だより」にご芳名を掲載させていただきます。

ご協力いただいた会費はこのように使われています。
生き生きと住み慣れた地域で暮らすために
弁護士による無料法律
相談を月 2 回開催してい
ます。
だれでも悩みを無料で
相談できます。また、民
生委員児童委員が月 2 回
日常生活の様々な福祉に
関する相談に応じます。 《無料法律相談会》

地区社会福祉協議会が行う
事業を支援するために

ボランティア活動の支援
新たな人材育成のために
福祉ボランティアの活動支援や、点訳、音
訳、手話等のボランティア養成講座、勉強会
等を開催しています。

《手話奉仕員養成講座》

地域に合った福祉事業の推進を図ることを
目的に、市内 10 地区に「地区社会福祉協議会」
を設置しています。地区社協には、育成費と
して『普通会費』が配分されています。

人と人がつながる温かい
地域づくりを目指すために

思いやりの心を育むために

福祉に関する意識を高めてもらうために、
年１回福祉映画上映会を開催しています。ど
なたでも無料でご覧いただけます。

市内全小・中学
校を福祉協力校に
指定し福祉学習の
機会を提供してい
ます。
《福祉学習》
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《福祉映画上映会》

暮らしの あんしんをお手伝いします！
福祉サービス利用援助事業
（日常生活自立支援事業）
ひとりで契約などの判断をすること
が不安な方や、お金の管理に困ってい
る方などをお手伝いし、できるだけ自
立して地域で生活が送れるよう、福祉
サービスの利用手続きや、それに付随
した日常的な金銭管理のお手伝いをし
て、いきいきと安心して暮らせるよう
サポートします。

次のようなことで、
困ったことはありませんか？
書類がたくさん届くけど、
どう手続きしたらいいか
分からない。

福祉サービスの
利用が自分の判断
でできない。

●対象となる方
鯖江市にお住まいで、認知症や知的
障がい、精神障がいなどにより、判断
能力が不十分な方。（診断・手帳の有
無は問いません）

お金の使い方に
不安がある。

※契約することが理解できないほど
判断能力が低下されている場合、
また判断能力があって身体障がい
のみの理由による場合は本事業を
利用することができません。
※ご相談は無料ですがサービスは有
料です。

福祉サービス
利用料の支払い
ができない。

通帳の管理
が心配。

計画的にお金を
使いたいけれど、
いつも迷ってしまう。

【お問い合せ先】
鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター
住所：神明町5-5-37 鯖江市社会福祉協議会 鳥羽事業所内
☎ 51-1839 FAX 51-8805

生活支援員募集
生活支援員とは、福祉サービス利用援助事業利用者のお宅などを定期的に訪問し、必要に応じた福祉サ
ービス利用の援助や預貯金の出し入れ、支払い代行など、支援計画に基づいた支援を実際に行う事業の
担い手です。
♦募集人員
♦採用時期
♦業務内容
♦勤務時間
♦勤務時間
♦給
与
♦応募資格
♦応募書類

若干名
随時
支援計画に基づいた具体的な援助業務
月〜金曜日の間で要相談
1回の支援につき1時間程度
1時間 830円
普通自動車免許
履歴書(写真貼付のもの)×1部
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ケアマネジャーってどんな仕事？
ケアマネジャー【介護支援専門員】
「要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状態等に応じ適切なサービスを利用できる
よう、市町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活
を営むのに必要な援助に関する専門的知識、技術を有するものとして、介護支援専門員証の交付を受
けた者」と定義されています。
また、単にケアプランの作成だけではなく、要介護者等が利用している介護サービス事業者に対して、
要望やクレーム等を直接言いづらい場合には、ケアマネジャーが代弁して意見を伝えたりもします。
その逆に、サービス事業者からの考えを要介護者等に伝えたりもします。
ケアマネジャーは、介護サービスが必要な人と、サービス事業者をつなぐ調整役として、とても重
要な役割を担っているのです。

ケアマネジャーの業務
①要介護認定に関すること
要介護認定の書類作成代行

②介護支援サービスに関すること

③給付管理に関する事
支給限度額の確認と利用者負担額の計算
介護度によって、介護サービスを利用でき
る額が決められています。その額を超える
と、10 割負担になってしまうので、その管
理を行います。また、介護サービスを利用
する場合の見積額を提示します。
サービス利用票、サービス提供票の作成
介護サービス計画に沿って作成する一覧表、
およびサービス事業者への配布する一覧表
給付管理票の作成と提出
介護サービスにかかった費用を国に出す明
細書の作成

・課題分析（アセスメント）
日常生活の中でどこに問題があるか、どう
したら自立した生活をおくることができる
ようになるかを分析する。
・介護サービス計画「ケアプラン」の作成
「ケアプラン」とは介護サービスのスケジュー
ル表みたいなものです。
「ケアプラン」に沿った介護サービス開始後
は定期的に要介護者の自宅を訪問し、健康
状態やサービス等のモニタリングを行いま
す。
※モニタリングとは、サービス提供状況
の継続的な把握や、目標の達成度、サー
ビスの不満はないかなどを本人や家族
に聞き取りを行い評価することをいい
ます。

④要介護者本人とその家族からの相談に
関する事
要介護者に大きな影響を与える家族からの相
談に乗り、応えるのも大切な業務となってい
ます。要介護者の家族とのコミュニケーショ
ンも重要な役割の一つです。

最後に・・・
介護が必要になり、ケアマネジャーが決まったら
１）今までの生活や困ったことなど、現状を伝えましょう。そして、自立支援においてどのような策を
とればいいのかを「相談」しましょう。
２）介護サービス計画（ケアプラン）の作成にあたっては、どのような介護支援サービスを使えば、自
立支援が可能になるのかをみんなで考えましょう。
３）サービス担当者会議やケアマネジャーとの面談などでは、積極的に発言しましょう。
「こんなこと言っていいのかな？」「こんなこと聞いていいのかな？」などと思わずに、思ったこと
を口に出すといいと思います。
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各種相談・交流の場の中止・延期について
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、紙面で紹介した相談や交流の場が中止または日程が変更になる場合があります。
事前に、鯖江市社会福祉協議会までお問合せ下さい。

各種相談・交流の場の案内
相談内容

社会福祉協議会では、様々な相談や交流の場を
提供していますので、ぜひ活用してください。

時間

開催日

無料法律相談

弁護士が法律に関する相談に応じます
※相談日の 1 週間前から予約開始

13:30〜16:30

心配ごと相談

民生委員が福祉に関する相談に応じます

13:30〜15:00

結婚相談

結婚相談員が結婚に関する相談に応じます

19:00〜21:00

ボランティア
サロン

ボランティアの交流の場です

13:30〜15:00

毎月第 1・3 土曜日

高齢者向け
囲碁・将棋

自由に集い、生きがい・仲間づくりの場

13:00〜16:00

毎週土曜日

6 / 1、15
7 / 6、20
7 /14、28
6 月は中止

7 / 1、15
6 月は中止

6 月は中止

問合せ先 アイアイ鯖江 ☎51-0091

たくみ会
（発達の悩み
相談会）

障がいのある児童の保護者のための
相談・交流の場
会場 鳥羽事業所なかま

16:00〜18:00

6 月・7 月は中止

問合せ先 鳥羽事業所 ☎51-1839

寄付

皆さんからのあたたかい心遣いありがとうございます。社会福祉協議会への寄付は
税制控除の対象となります。

4月 1日

光照山仏教婦人会 様

5 月 15 日

鯖江市赤十字奉仕団 様

10,000 円

4月7日

匿名

紙パンツ ×２袋

マスク 150 枚

悲田院 No.65
現在、武漢発の新型コロナウイルスに対する緊急事態宣
言が出されています。これは人類の生存を懸けた新ウイル
スとの戦い、
「進化論」的、種間の戦いの真只中である事
を示しています。
中国は既に新型ウイルスを制圧したと言い、その成功は、
自由主義より共産党独裁体制の方が優れている証明だと主
張し、一部にはそれに同調する意見も散見されるのですが、
この解釈では台湾において感染者、死者数が世界で最も低
いことを説明できていません。
日本では大変だとの報道が溢れていますが、日本の死者
数はクルーズ船を入れても 354 人（4 月 24 日現在）と中
国の 4,632 人より遙に少ないので、これまでの所、完全
ではないにしても、抑え込みが成功している国に属すると
判断してよいと思われるのですが、東京での感染者は今も
増え続けていますので、いつ感染爆発が起こらないとも限
らない状況が続いている事も間違いありません。
また、政府の危機対策に対する責任追及が声高ですが、

「新型コロナウイルス」
この災害は外国から押し寄せて来ている現象ですので、一
国の政府だけでは解決できる問題では無いのと、このよう
な非常事態においては、平時ならば大切にされる、個人の
自由や権利に制限が加えられることも已 ( や ) むを得ない
と思われます。
現在、いつ感染が終焉 ( しゅうえん ) するか、いつ停滞
した経済から復活出来るのかとの予測を政府に求める姿が
見られます。これまで経験したことのない危機の予測に対
する回答は困難ですので、回答は無理だろうと思いながら、
正解できないのかと迫るのは虐めに似た論議です。
今回の新型コロナウイルスの攻撃と云う災害を乗越える
には、国民は一丸となって対応しなくてはらないと思いま
す。最前線で苦闘して居られる医療従事者の献身的努力、
国民の高い衛生観念と協力心に感謝すると共に、福祉も、
陰ながら社会崩壊が起こらないよう下支えすることに誇り
を持って、努力することが求められるのではないでしょう
か。
（T.Y.S.）

▶社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会 〒916-0022 鯖江市水落 2 丁目 30 番 1 号 アイアイ鯖江・健康福祉センター内
▶TEL（代）0778-51-0091 FAX 0778-51-8079
総務課
地域福祉・総務課 / 鯖江市ボランティアセンター
介護保険課
居宅介護支援事業所 / ホームヘルプサービスセンター / 神明地区地域包括支援サブセンター
デイサービスセンター
鯖江市共同募金委員会
▶鳥羽事業所

〒916-0017 鯖江市神明町 5 丁目 5 番 37 号 ▶TEL 0778-51-1839 FAX 0778-51-8805
デイサービスセンターなかま 放課後等デイサービスセンター・日中一時支援
鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター 鯖江市障害者生活支援センター
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