
　H２０・８・７発行 TEL ６２－１１１７

 　度会町社会福祉協議会では、正規職員(平成２１年４月採用)を募集します。

　 　◇採用職種・採用予定人員　　　

　　　　　・地域福祉事業　専任職員　　１名

　　　　　・介護保険事業　介護職員　　１名

　 　◇受験資格

　　　　　①昭和４８年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人

　　　　　②専任職員を希望の方

　　　　　　・社会福祉士または、社会福祉主事を有する人　　

　 　　　　　　・平成２１年３月までに社会福祉主事資格取得見込みの人

　　　　　③介護職員を希望の方

　 　　　　　　・介護福祉士を有する人　　

　　　　　　・平成２１年３月までに介護福祉士資格取得見込みの人

　◇受験申込内容

　 　　　　・申込期間　平成２０年８月１１日（月）～９月１０日（水）

　　　　　　　　　　【※但し、土曜日・日曜日は除く】　

　　　　・受付場所　度会町地域福祉センター（度会町社会福祉協議会）

　　　　　【※郵送可 ９月１０日必着　〒516-2103　度会郡度会町棚橋1202】

　　　　・提出書類　　①自筆履歴書（３ヶ月以内に撮影した写真貼付）　　　

　　 　　　　　　　　　　　②最終学校卒業（見込）証明書

　 　　　　　　　　　　　③最終学校成績証明書

　　 　　　　　　　　　　　④資格（見込）証明書

　 　◇試験内容　　・試験日　平成２０年９月２１日（日）

　　 　　　　　　　　・場所　　度会町地域福祉センター

　　　　　　　　　　　　　受付　午後１時～１時２０分

　　　　　　　　　　　　　試験　午後１時３０分～

　　　　　　　　・科目　　筆記試験（論述）・面接試験

　◇給与等　　　　度会町社会福祉協議会給与規程により支給

　◇採用予定日　　平成２１年４月１日

　◇その他　　　・前職がある場合は、職種・職務内容を履歴書に記入。

　　　　　　　　・試験の詳細については、後日通知します。

　　　※お問合せ　度会町社協　電話６２-１１１７　担当：西井

８月号

度 会 町 社 会 福 祉 協 議 会
http://www.watarai-syakyo.com/

社                 協 情　　　　　　　　　報

地域お助け隊とは？
一人暮らしの高齢者や高齢者の
みの世帯などが抱える日常生活
上のちょっとした困り事や余暇
活動、生きがい活動を地域住民
が有償ボランティアとして支援
する活動です。

どうして有償なの？
有償にすることで、「お礼をし
なくては」「何かお返しをしな
くては」という気遣いや遠慮な
く利用していただくことができ
ます。

　７月１３日に、町ボラン
ティア連絡会で、缶拾い・
ゴミ拾いを行いました。早
朝から町内の各地域に分か
れて６３人のみなさんが参
加し、みんなで協力し合い、
少しでも町内がきれいにな
ればという気持ちで、いい

汗を流しました。
　毎年この時期に実施して
いますが、今年は県道沿い
を主に行いました。民家が
建っていないところには、
溢れんばかりのゴミや缶が
集中し、思いもよらないも
のも捨てられています。普

も残念でがっかりさせられ
ました。
　早朝から２時間程で、手
の届く範囲はきれいになり
ましたが、まだまだ、目に
見えても手の届かないとこ
ろには、たくさんのゴミや
缶などが捨てられています。
　普段のみなさん一人一人
の心がけが大切です。

段、車で通っていますが、
歩いてみると、不法投棄の
たくさんのゴミの山が目に
飛び込んできます。
　また、たばこのポイ捨て
が目立ちました。マナーの
悪い人が多いことが、とて

【対象者】
・一人暮らしの高齢者
・高齢者のみの世帯
・支援する家族のいない世帯　など

【内容・料金】
・草刈、牧がき刈り　　５００円
・ゴミ捨て(粗大ゴミ)　５００円
・畑の手伝い　　　　　３００円
・簡単な大工仕事　　　４００円
・布団干し　　　　　　１００円　など

※一例ですので、変更などある場合があ
　ります。
※各作業とも材料費などの実費は利用者
　負担となります。
※介護保険など公的なサービスが利用で
　きる場合はそちらが優先となります。

【利用方法】
・社会福祉協議会にご連絡下さい。
・お申し込み後職員が訪問し、お助け隊
　の説明及び、利用者登録をします。

【お申込み・お問合せ】
　　度会町社協　　担当　堀之内

　法律に関する心配ごと、悩みごを抱えている方の
相談を行いますので、お気軽にご相談ください。



　

　　

　

　　

　

　　

　

　

　　

　

50人

１９日 郡老人クラブ連合会 49人

　　カローリング大会 24人

２日 食事サービス ２４日 米寿以上の方の集い 25人

９日 食事サービス ２６日 食事サービス 25人

１２日 食事サービス ３０日 食事サービス 25人

１４日 町母子寡婦福祉会交流会

１６日 食事サービス

１９日 食事サービス 　8人

第
５
回

チャボラ新聞を作ろう！

全体のまとめ
8月22日

一人暮らし高齢者と交流
8月8日

第
４
回

障がい者との交流

おやつ作りで交流
8月18日

7月4日

7月8日

7月11日

内　　容

第
１
回

ボランティア活動ってなに？

小さなことでもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

開催日

7月25日

第
２
回

6月18日

6月24日
車椅子体験・高齢者疑似体験

7月1日

度会小学校６Ｂ・６Ｄ　

実　施　日 体　験　内　容参加校・人数（生徒のみ）

8月1日

体　験　施　設

お年寄りの手伝いをしよう！

第
３
回

お弁当作りと配達に挑戦！

8月5日

地域福祉センター車椅子体験・高齢者擬似体験

車椅子体験・緑清苑見学・老人
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者との交流

地域福祉センター・緑清苑

8月6日 南伊勢高校度会校舎　　

度会中学校　　　　　 14人

地域福祉センター

地域福祉センター

老人デイサービスとの交流
（児童がレクリエーションを

考えてきて実施）
意見交換・質疑応答

度会小学校６Ｄ　　　　

度会小学校６Ａ　

度会小学校６Ｃ　　　　　

度会小学校６Ａ・６Ｃ　　

度会小学校６Ｂ　　　　

８８才以上の方を対象に、年に１度
民生委員との交流（座談会・会食・
芸能・レクリエーション）を行い、長
寿のお祝いをします。

　町内の小学４年生～６年
生を対象に、ボランティア
教室を開催しています。
　この教室では、ボランテ
ィアについて考えることで、
子ども達にボランティア活
動を身近なものと感じ、自
分から進んでできるような
前向きな気持ちを持っても
らえるように、全５回を通
して子ども達の心をはぐく
みます。
　本年度は１２名が参加し、
内容は、右記のとおりです。
　７月２５日に、第１回を

開催しました。みんなで、
ボランティア活動はどのよ
うな活動があるかを出し合
い、出し合った活動を分類
しました。そして、自分に
できることを考えました。
　また、第３回では食事サ
ービスでお弁当作りをし、
おじいちゃん、おばあちゃ
んのお宅へ届けに行きます。
そして、子ども達も一緒に
お弁当を食べ交流を深めま
す。その時に、何を聞きた
いかなどを話し合いました。

　７月１５日に、障がい者
デイサービス利用者１１人
と町内にある喫茶店ラステ
ィックへお茶休憩にでかけ
ました。
　普段、家ではなかなか外
にでる機会が少ない方が多
いので、このような外へで
かける行事などをとても楽
しみにしています。
　デイサービスでラスティ
ックを利用するようになっ
てから、車椅子の方も簡単
に出入りできるようにと配

ト、ピザにたこ焼きなど、
メニューも豊富で迷ってし
まいます。中には、前回来
た時に、次はこれを食べよ
うと思って帰る方もいます。
センターではあまりたくさ
ん食べることのない方でも、
場所や雰囲気が変わるとお
いしそうによく食べられま
す。
　みんなでわいわいと、違
った場所でのお茶休憩は、
みなさんの憩いの場となっ
ています。

　 障がい者デイサービスでは、利用者の方の
身体状況にあったリハビリ、入浴もできます。
　 また、余暇活動として手芸・工芸・陶芸など
の軽作業や１年を通じて、次ぎのようないろい
ろな行事やお楽しみ会をしたり、ボランティア
の先生にお願いして陶芸教室、手芸教室を
月に２～４回開催しています。

お楽しみ会…町内の喫茶店でのお茶休憩、
　　　　　　　　お食事会、おやつ作り、
　　　　　　　　調理実習・カラオケ　など

陶芸に取り組む

手
芸
教
室
で
籐
の
籠

の
編
み
方
を
教
わ
る

　小・中・高校の生徒が、こ
の体験教室で、車椅子などの
体験や高齢者と交流すること
で、福祉について学ぶきっか
けを作りました。
　今後、障がい者・高齢者な
ど社会的ハンディキャップの
ある方には、どう接したらい
いのか考えていただくための
いい機会となりました。

老人デイサービス利用者さんと
小学生との交流

小学生の車椅子体験

慮してくれ、スロープを作
って付けてくれました。
　みんなでメニューを見て、
それぞれ食べたいものを注
文しますが、パフェやポテ

行事・・・花見、遠足、バーベキュー、
　　　　　夏まつり、クリスマス会、
　　　　　忘年会、初詣、ごくろうさん会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

  何らかの障がいをお持ちの方で
デイサービスでどんなことをして
いるのかな？と思われる方は、平
日ならいつでもかまいませので、
ぜひ１度見学にきてください。
               （担当：西岡）


