昭和39年に6月1日を「善意の日」と兵庫県が制定し、本会でも
6月を善意月間として位置つけ本年度も啓発活動を行いました。
JR網干駅前で通勤・通学の皆さんに啓発ティッシュと花の種を配
布したり、町内の郵便局窓0に啓発コーナーを設置させていただ
きました。
また、子どもたちにも「善意の日」を知ってもらおうと、社会福
一へ
祉協議会のマスコット「トラちゃん」が斑鳩幼稚園を訪問しました。 ▲r
啓発風船と花の種を配ったり一緒に遊んだりして、元気いっぱい
の園児たちと短い時間でしたが楽しく交流する事ができました。

一人ひeりザ、管主aこせサう命じ1の、

太急啓短奇けあいの

ご良三良三良三臨ご白
金広げてい宣さし♂う！

今月の社協だよりは・
☆善意月間・・
1
☆平成20年度事業報告・決算・・2・3
☆会長あいさつ・役員改選 ‥‥・‥4

☆福祉施設・福祉団体・・

⑳蒜福祉協議会慧

・5

☆ボランティア・子育て情報・…6〜8

☆善意銀行・相談事業・モニタ一・・9
☆ボランティア講演会・貸出用品…10

熟
〜この社協だよ。は共同募金の配分金によ。作成し再生紙を使用しています。飽

Jl

14日の監査、5月28日の理事会を経て、同日の評議員会
業報告書類等は社協窓口において閲覧できます。

学校の福祉学習の支援

サマースクールめだかの学校

【収入の部】

9．善意銀行PR事業

12．受託事業の運営

14．障害者自立支援法事業

〔〕6月1日＝善意の日

○入浴・介護予防事業

○障がし1着等ホームヘルプサービス事業
利用者10名

・趣意書、花の種、啓発ティッシュ、風船

の配布
石海保育園、龍田幼稚園、JR網干駅前
・啓発ティッシュ、花の種コーナーの設
′ヽ

置（保健福祉会館、町内郵便局）
・自治会ペンチ助成
6自治会に合計10台へンチを贈呈

10．相談所の運営

利用者総数16，178名
内 介護予防2，233名
（内入浴者数11，604名）

○高齢者自立支援ホームヘルプサービ
ス事業
利用者4名 利用時間204時間
○難病ホームヘルプサービス事業
利用者1名 利用時間201時間

○心配こと相談（第2・4金曜日）
開催日数24匝I

O降がい者（児）相談
・身体障がい者（児）相談

奇数月の第3火曜日
開催日数5回
11．福祉サービス利用援助事業

在宅生活で判断能力に不安のある高齢
者や知的隈がい者、精神障がい者など
の方（本人の利用意思の曜認できる方）
の通帳印鑑の預かりや生活費等の入出
金を行った（利用者1名）

15．実習受入れ

高校生、大学生などの資格取得（社会福
祉士、ホームヘルパー2級）に関わる実
習の受入れ
16．福祉団体の育成
次の団体の事務局を兼務
・老人クラブ連合会
・身体障害者福祉協会
・手をつなく親の会

奇数月の第3水曜日
開催日数6回
・知的陸がい者（児）相談
奇数月の第3木曜日
開催日数6回
・精神障がい者相談（平成20年度より）

利用時間12912時間
○降がい書デイサービス事業
利用者5名
利用日数290回

介護予防事業「いきいき運動教室」

13．介護保険事業
○訪問介護事業
月平均利用者数82名

・傷痍軍人会

・婦人共励会
・原爆被爆者の会
・遺族会

利用時間17．296時間

○適所介護事業
1日平均利用者数2332名
開設日数293日

○居宅介護支援事業
月平均利用者数 介護給付70名
予防給付12名
たいし社協だより
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平成20年度の太子町社協事業報告および決算は、さる5月
において承認されました。決算の概要は次のとおりです。事

つどい117の竹灯ろうづくり

【支出の部】
会議費、人件費、通信運搬費、水道光熱要至、車輌IT
機器の維持費、福祉用具修理費

地域福祉活動事業

湖二葉の宴ふれあい会食会などの事業染、福祉サービ
ス利用援助事業や貸付事業、各種相談所の運営事業
巽、ボランティアクループ各種福祉関係団体への助
成金

地域福祉増進事業

ふれあいサロンの活動補助金研修会費用

訪問理美容給食移送サーヒスなどの在宅福祉事
業費やまちの子育てひろば事業、「社協だより」発行
などの費用、年末ふれあい弁当配食や歳末映画会な
どの年末年始事業費

人件費、ボランティアセンター運営賀、各種ボランテ
ィア講座研修会などの事業′看動要

高齢者ホームヘルプ事業高齢者デイサービス事
業

居宅介護支援事業の運営栗

降がい者等ホームヘルプ事業 障がい者デイサーヒ
ス事業の運営築

町からの受託事業の介蕊予防事業．老人福祉センタ
ー入浴事業、高齢者自立支援等事業（介護保険対象
外となる高齢者）の運営賀

老人福和上センター椙食事業費

ー老人福祉センター給食事業費1253594円（04％）

妙1小地域福祉活動（ふれあいサロン）事業
○研修会の開催

7月9日

・健康講座「サロンで実践lレクリエーシ
ョン」 講師 百田元子氏

・事務局説明 サロン協力ボランティ
アの紹介
2．在宅福祉活動

○給食サーヒス
・ひとり暮らし、虚弱高齢者世帯の希望
者に昼食を毎週水曜日に配食
利用者83名
実施回数48回

○福祉車両貸出
・車イス又は寝台を使用しなければ外

出困難な高齢者や陣がい者の家族や
親族の介護者に福祉車輌を貸出
利用者7名

実施延べ回数14回

3．まちの子育てひろば事業
子育て中の親（保護者）と子どもが気軽
に集まり、仲間作りを通して子育ての悩
みを解消したり情報交換の場となる「ま
ちの子育てひろば」を開設
・「ハートは−と」他（保健福祉会館）
実施回数33回 延べ参力D人数920名
・まちの子育てひろばミニフェスティノてル

】￣】「

延′ヾ3，273食

5．年末年始事業
○クリスマスプレゼント
ひとり暮らし高齢者に12月中旬に民
生委員児童委員の協力で対象者444
名にカレンダーをプレゼント
〇年末ふれあい弁当配怠 68食
ボランティア16名が調理し、学生ボラ
ンティア41名（太子西中生16名、太子
乗中生25名）により配食
○歳末映画会
「マリと子犬の物語」を2回上映
入場者数763名
6．ひとり暮らし高齢者、障がし1着等の
社会参加の促進、友愛訪問
○ふれあい会食会（高齢者）

・夕食サービス
ボランティア手作りの料理による会食会
実施回数8回 延へ参加人数131名

月1回町内の割烹店協力により実施
実施回数10回

688食

○紅葉の宴（ひとり暮らし高齢者）
昼食、パーカッション演奏、扇舞、演歌

○訪問理美容サービス
・家族などの介助だけでは理容店や美

容店へ行くことが困難な高齢者や降が
い者に、利用料のうち1，000円を助成
利用者4名 実施延べ回数9回
○移送サービス
身体の不自由な高齢者や障かい者の
方で▼般交通手段の利用が因難な方
を病院等へ移送
利用者19名

案施延べ回数82回

たいし社協だより
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の披露

招待者数136名

7．ボランティア活動の振興
○ボランティア講座の開催

まちの子育てひろばミニフェスティハル

でアロマ体験
4層祉機器の貸出
・車イス89件
・介護ヘッド12件

実施7講座143名受講
8．福祉教育の推進

○生徒・児童、親の福祉学習、体験の支援
○トライやる・ウイーク生の受け入れ
⊂）サマースクールの実施（めだかの学校）

冨岡末二別会長には︑平成19年6月より2年間社協会長として
こ苦労いただきましたが︑6月1日の理事会での改選により︑

役割はますます大きなものとなり︑

にあって︑社会福祉協議会の果たす

別会長には︑社協発展のためこ尽力いただきました

新会長に森本正之氏の就任が決定されました︒
冨岡末
こと︑深く感謝申し上げます︒

会長就任のあいさつ

その課題も山積しております︒そう
﹃みんなが主役

地域で支え

いった社会情勢の中︑社会福祉協議
会では

幸

る福祉の相﹄を福祉目標に掲げ︑住
み慣れた地域で自立した生活を送る

悪

ことができるよう︑ふれあいサロン

則

儀

幡

裕

正

隆

文

本

などの小地域福祉活動や給食サービ

三 浦 淳 子

木々の緑が濃さを増し︑山段と夏

八 幡 千鶴子

／／

ス︑移送サービスなどの各種福祉サ
ービスの更なる充実︑さらに介護保
険事業における質の高い介護サービ

／／

らしさが感じられる季節となりまし

赤

スを提供するための安定した供給体

／／ l森 本 正 之

た︒町民の皆様におかれましては

自 主君 会l歪保冨…≡

制の整備に努めて参ります︒
ンティアの方々のご協力が益々必要

評議員（31名）
理 事（15名）

益々ご健勝にてご活躍のこととお喜
このたび︑冨岡前会長の務められ

となって参りますので︑皆様方の温

小 山 泰 子

これからも地域住民の皆様︑ボラ

た後を受けて︑太子町社会福祉協議

かいご支援をよろしくお願いいたし

会

／／

び巾し上げます︒

会の会長を務めさせていただくこと

最後になりましたが︑これまでど

ます︒

が︑歴代会長の意思を受け継ぎ︑町

おり町民の皆様のご指導とご鞭接を

（順不同 敬称略）

となりました︒微力ではございます

民の皆様と共に手を携え福祉活動を

賜りますようお願い申し上げ︑就任

人

一

上

福祉関係行政；井

八

■

政

行

廣 橋 吉 三

三

居

ボランティアl鳥

勲

山 根

／／

表

設．森

施

祉

福

山 本 恵 久

／／

松

民生委員児童委員

伊登枝

松

／／

婦

分
区
出
選

推進して参りたいと思っております︒

のご挨拶とさせていただきます︒

任期は平成23年5月31日までの2年間です。

森本正之
会長

さて︑少子高齢化が進行する社会

平成21年5月31日の任期満了に伴い、次の方々が

膚、 選任されました。

大子町社会福祉協議会

このコーナーでは︑

杜協の特別会員である町内の

施設などを紹介していきます︒
シ﹀

今回は知的障害者更生施設﹁虹﹂です︒

﹃虹﹄は平成12年4月に知的障がい者の通所施設として︑

太子町佐用岡に開所致しました︒今年で丸10年目を迎え︑31

名の利用者が朝の9時から午後の3時30分まで︑午前中は作

業に︑午後は生活訓練にと日々心身共に健康で楽しく過て﹂す

ことを目標に生活しています︒
多くの方々のこ尽力を得て︑降がい者個人の親が設立した
数少ない施設の一つであり障がい者も平等に尊重されねばな
らないという親の願いは︑施設の理念として施設運営全般に

たとえいかなる障がいがあろうとも︑一人の人として他人

及んでいるものと思っております︒

を思いやり︑自分の出来る事は力を惜しむ事なくみなの為に

役立てるという取組みを日々積み重ね︑その芽が少しずつ育
っていくのを感じます︒

地域の方々を始め︑多くのボランティアの比白様に知識を授

かり︑楽しい時間を過ごさせていただきながら︑家庭にいる

時は信頼できる知人として見守っていただいています︒
いついつまでも多くの方々に見守られ︑サポートしていた

知的障害者更生施設﹁虹﹂より

だきながら︑明るく伸びやかな笑顔で過ごせますようよろし

くお願い致します︒

〒671−1575太子町佐用岡502TEL079（275）3030

太子町で育つ陣がいのある子ともが、将来も希望
をもってこの町で暮らしていけるように、私達、親の
会は、いろいろな場で活動をしています。

☆今回は高校生の恵子さんを持つ会員さんに
ペンを取っていただきました。

先日、親の会の総会がありました。その中で、
地域で共に暮らしていく事の大切さ、難し
さの話が出て、私は親の会の意味を考えて
みました。

皆さんは、陣がい児の親の会というと、ど
んなイメージを持たれているのでしょうか
「何かわからないけど関わりたくない・」な
んて思う方も多いでしょう。今の時代、情報
はインターネットでも入りますが、地域の情
報は地域でしか分からないと私は思います。
そのために、地域のお母さんたち一人ひ
とりの種馬奏した事例を持ち寄り、情報を共
有し、『地域を変える」活動に、と思っていま
す。
今やっている活動が最良の方法かどうか
分りませんが、今日の前にある事を取り込
む事こそきっと子どもの将来につながると
信じこれからも活動を続けていきたいとと
思います。

タ
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☆このたび、県の育成会より『生活支援手帳』を配
布していただきました。太子町の親の会会員及び
特別支援学級、西はりま特別支援学校の皆様にも
届いたと思います。生まれてから今までの成長の記

録や障害の特性、生活実態、希望する支援内容な
どを書き込むようになっています。親の私達でない
と解らない事など、まだ脳が衰えないうちに書き込
んでおきましょう。親にもしものことがあっても、
この一冊に記録しておけば家族もあわてずに支援
ができると思います。是非有効に活用してください。
まだお持ちでない方は、

冊数に限りはあります

が役場社会福祉課も
しくは社協の窓口に
てお受け取りいただけ
ます。
『生活支援手帳』は保育所、幼稚園、小・中・高校、病院、
福祉の窓0、施設や福祉サービス利用の場面などで、
普通に地域生活を続けるだけなのに行く場所ことで、
子ともにについて−から説明しないと理解してもらえ
ないもどかしさを解消するために作成されました。

夏休みを利用した福祉休題英を、お友達と一緒に経験してみません力＼？
デイサービスの方と一緒に「出店」を回ったり、みんなでホットドックを
作ったり…。

いつもと違う、思い出の夏になること、間違いなし！
◎日

時

7月25日（土）9時〜16時30分

◎場

所

太子町保健福祉会館

◎対

象

小学校4〜6年生

◎内

容（D「不思議だね1私達のからだの仕組み」講師兵庫県理学療法士会西播磨ブロックの皆様

◎定

②昼食作り「今年は、ホットドッグに挑戦だl」
③中学生が作った出店を、デイサービスの方と一緒にまわってみよう
員 30名（先着順。毎年申込み多数の為、今年度より3年生以下の弟妹の参加はこ遠慮下さい）

◎申込期間

7月2日（木）9時〜

（めだかの学校の様子）

定員になるまで

◎持ち物 水筒、筆記用具、浴衣・甚平（浴衣の無い人は貸し出しますので、申込み時に連絡してく
ださい。また、浴衣はボランティアが着付けます）
◎申込み先

太子町ボランティアセンター
太子町社会福祉協議会

℡276−6632
℡276−4111

（メールでの申し込みは受け付けません）

※昼食に、卵と小麦粉、牛乳を使用します。アレルギーのある場合は、自身で昼食をご用憲ください。

中・高・大
学生対象

夏期学生対象ボランティア体験講座

タイプの違うボランティア体験講座を3種類用意しました。興味のあるコースに参加してみてくださいI

日時

7月25日（土）8時30分〜16時30分

内容「めだかの学校」（町内4小学校の4〜6年生を対象に、夏休みを利用した福祉体験）の補助

確言購播
8時

8月24日（月）9時〜12時

内容 社協主催の「まちの子育てひろば」（親と未就学児が集うひろば）の補助やおもちゃ作り
、二三、、＿二三

日時 8月4日（火）、5日（水）7日（金）9時〜12時

内容「介護予防教室」（65歳以上の方が、介護が必要な状態にならないために個別訓練を行う
教室）のサポートボランティア体験
※申込期間は各コースとも7月2日から

定員になるまで

品適 ＿、亮

謂1謂注；9時〜12時まで

お気軽にお越し下さい

★各種ボランティアグループに関するお申込み・お問合せ☆
ボランティアセンター

℡276−6632／Eメールtaishi−Shakyo＠seagreen．ocn．ne．jp

rr

空いた時間に、お手伝いしてもらえませんか？
太子町ボランティアセンターでは、ペットボトルキャップを回収しています。集めたエコキャップは

リサイクルメーカーに買い取っていただき、その収益をワクチン寄贈団体に寄付し、発展途上国の子
どものポリオワクチンを購入する代金に充てています。そのキャップの分

感

別・集計・箱詰めを手伝ってくださる方を探しています。
活動曜日は特にありません。空いた時間にボランティアセンターでお手

篭芸諾芸竺；≡荒ンターまで（℡276＿66。2，

＠軍

撃鞠量感

麹艶封地物埼塾を転勤剋蜘膿匪▼i‥篭
前号で、サロンに訪問するボランティアさんを紹介させていただいたところ、嬉しい
反響をたくさんお寄せいただきました。そこで、今回は、前回では紹介しきれなかった
グループをご紹介いたします。
￣→

裏革熊鞄童・ここ吋、

汀、想

離

謎…舞踊や歌

宝三・入れ歯の

嵩の披露

ン

鉄扇舞の披露

30分程度

◎問合せ先

健康体操など

太子町ボランティアセンター

lなし

土曜午後・

日曜のみ

違望． ≡「天気図の見方」「台風・集中 譲豪雨」等、気象に関わること
悩む魯者

牒謀議掩準き￣■さ‥三

30分〜60分

浄やネーム入れ

芸事（無料）

水道設備

テーブル1脚

着替えの場所（あれば）テープデッキ

60分程度 ！（内容に lよります） 内容によっては、プロジ二 ・クターが必要 i（社協で貸し出します）
60分程度

；なし

℡276−6632

◎申込み等1）申込みは開催日の1ケ月前までにお願いいたします
2）日程によっては調整できない場合がありますので、こ了承ください。

‖……・・不要になった浴衣はありませんか？…
こ家庭で眠ったままになっている「浴衣」はありませんかつ太子町社協では、
「めだかの学校」等で児童が着用する浴衣や帯を探しています。

大人用でもかまいません。不要になった浴衣をお譲りいただけませんかつ
こ協力よろしくお願いいたします。
問い合わせ

太子町社会福祉協議会
ボランティアセンター

℡276−4111
℡276−6632

ひようごボランタリー毒筆
県民ボランタリー活動助成のお知らせ活芸票芸…孟宗憲妄浣聖霊讐禁；雪雲告讐
動の支援を通じて、活動の安定的かつ継続的な発展を図ることを目的としています。
助成金の交付を受けようとするグループは、お近くの社協ボランティアセンターへの登録
とエントリーが必要です。

（エントリー受付期間）7月6日（月）〜9月4日（金）
エントリー用紙は、ボランティアセンターにあります。
／￣

肇

臭 諺窃⑭冨酢砂をぽ
〜社協も支援します目安心して子育てができる地域社会をめざして」

イメージ1二ヤラククー

『こともの詩』

ハートメールN。34
つめきりで

お知らせ
あなたの「ハートメール」を大募集。

川崎洋（文春新書）

おっきさまが つめにみえた
おおおとこのつめだ

￠あ

きって

おそらに なげたのかなあ
（小1女子）

①用紙は問いません（字数は200字以内）

垣）提出先はボランティアセンター
応募者全員に素敵なプレゼントがあります

保健福祉会館の「ひろば」では、こんなことをやっているよ〜月（未漂書芸忘孟宗です）

「ハート・は−と」では、

保健福祉会館内において、隔月に開催される
「子育てサロン」では、社協に登録されているボ
ランティアさんと一緒に、毎年恒例となりました
「水で遊ぼう！」を開催します】
今年も、中高・大学生のボランティアに多数ご
協力いただき、水で遊べるメニューを更に一層
充実しました。

「夏のおやつクッキング」を行います。
′■・

（参加希望の方は、申込みが必要です）
◎日

時

7月13日（月）

10時30分〜12時

◎持ち物 エプロン、三角巾（親子とも）
◎参加費1組100円（当日徴収）
◎定

員

◎日

親子20組

時

8月24日（月）

10時30分開始（時間厳守。事前
申込みの必要はありませんが、遅

先着順となりますので、ご了承く
ださい。
◎申込期間 7月1日（水）9時〜
定員になるまで
◎申込み先 太子町ボランティアセンター

れた方は参加できませんのでこ
了承ください）
◎内

℡276¶6632

容

◎持ち物等

太子町社会福祉協議会
℡276−4111

水遊び

濡れてもいい服装で参加くださ
い（水着は特に必要ありません）。

メールでの申し込みは不可
1人で1組の申込みしかできません。
※小麦粉や卵を使用します。
アレルギーのある方はご遠慮下さい。

★☆太子町では、次のような所でひろばを開設しております。ぜひ、気軽にご参加ください☆★
施

児

童

設

館

名

名

称

な

ど

開

設

日

時

…

電話番号

考

おひさま

毎週火曜日；8月は開放日

のびすく

安養保育園
二葉保育園

備

不定期・諾品休み10こ30〜11＝30

原′ 毎、
まちの保健室

皇造岩：岩；∃：呈主意25
毎週土曜日

毎月2回

月曜日

277−3733

9こ30−11＝30

7／4・11・18 8／8・22・29

；西館1F会議室1 保健福祉会館芸霊差ト蓑㌻と」

277−3880

7／6・27

276−3680

：9＝30〜11‥30

．9：30〜11二30

！㊧申し込み

277−0163

㊨申し込み

■276−6630

日／10・24

不定期！7／13（予約必要） 月曜日 白月はお休み−
社協「子育てサロン」

不定期；言完了2。

−

276−6632

たいし社協だより

第130号
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社協心配ごと相談

4月・5月受付分
●聖徳寺

〜受付順敬称略〜

御賽銭H211〜3月分

●匿名

1，354円
20，000円

●水守 憤（東南）亡母おふさ供養 100．000円

心配ごと相談

●阿曽住みよい里づくり協議会

〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

「一一7・8月の相談日は＝一一日一一一一一一一一一一一一

；7月10日（金）8月14日（金）

24日（金）

28日（金）

●藤井正一（川島）亡息子学供養
●山本¶子（糸井北）亡夫茂供養

5．000円

100．000円
100．000円

ありがとうございました。お寄せいただいたあたた
かいお心は、有効に活用させていただきます。

■ヨ誕狂∃慄嬬《日時》7月の相談日
●精神陸がい者相談…・・………・奇数月第3火曜日
7月21日（火）午後1時30分〜3時30分
●身体障がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
7月15日（水）午前9時30分〜11時30分
●知的障がい者（児）相談………奇数月第3木曜日
7月16日（木）午前9時30分〜11時30分

☆開催場所はいずれも
太子町保健福祉会館相談室2
☆秘密は守りますので、安心してご相談ください。
☆予約の必要はございませんが、先に相談者のあ
る場合にはお待ちいただくことがあります。

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金
平成21年4月

25名

25，000円

5月

23名

23．000円

善意銀行とは
太子町社会福祉協議会では、地域の皆様の尊い善
意（金銭 物品などの提供）を善意銀行にお預かりし、
地域住民の福祉のために役立てることができるよう
善意の橋渡し −の活動を続けております。

読者モニターの

「盲占うとご意見」
前回の5月号について◎ご意見は・・・

7月4日にいよいよ開催！

★「集めればいろいろ助かる」、小学生の参加素晴
らしいです。800個でポリオワクチン1人分20円、

前回の『社協だより5月胃』
でもお知らせしましたとおり、

社協の福祉バザーを下記の
とおり開催します。多くの方
のご来場を心よりお待ちして
います。

収益金は地域福祉事業に活用させていただ
きます。

なお、天候等による時
間変更や、事故防止のた
め入場を制限すること
がありますのであらかじ
めご了承ください。

なかなか大変です。
★捨ててしまうようなものでも集めると役立つこと
が知れたので良かったです。
★ペットボトルのキャップはテレビのCM等で知って
いたが、どこで収集しているのかこれまでわから
なかったです。
★いろんなバザーへ行っているが、社協の福祉バ

ザーが一番品数が多く値段も手ころ、人数制
限をしてみんなにいきわたるよう配慮されている
ので一番好きなハサーです。
★まちの子育てひろば、今回はカレンダーになって
いたのでそのまま切り取り目につく所に貼れるの
で子育て中のお母さんには便利そうだなと思う。
★遊具の貸し出し一覧表を載せて欲しい。
★子育てひろばの内容を具体的に取り上げて欲し
い。

★「あなたのサロンにお伺いします」のサロン協力
ボランティア、いろんなボランティアの方がおら
れて新しい発見でした。サロンだけでなく、お母

さん世代の集まりでもニーズがありそうですね。
※貢重なご意見ありがとうございました。

、り

ボランティア講演芸のこ崇内
◎日

時

平成21年8月5日（水）1330〜15：00

◎場

所

文化会館（あすかホール）中ホール

◎申込み ①太子町ボランティアセンター登録ボランティア
（各グループリーダーまでお申込みください）
②個人でボランティアセンターに登録されている方
（ボランティアセンターまでお申し込みください）
③その他、一般の方（事前申込みが必要です。）
※定員は①と（彰で100名、③で100名です。
◎申込み先

太子町ボランティアセンタ欄一 缶276−6632
太子町社会福祉協議会
℡276−4111

◎演

題「タンスでこころのバリアフリーを」

◎講

師

奈佐

誠司

氏

（職歴・経歴）1968年生まれ。奈良県出身。
日本初プロの車いすダンサーとして『心のバリアフリー』をテーマに積極的に活動。
オートバイの事故で下半身麻痺となり、左手の握力もなくなる。
現在はバリアフリー・タンス・ユニット「リトル・ラブ」のリーダー。

≪募集職種及び人員≫
社協では、町内のふれあいサロンや自治会行事、子ども会
行事などをさらに盛上げていただくために、レクリエーション
用品などの貸し出しを行っています。その一部を紹介いたし

ますのでぜひこ利用ください。なお、こ利用の際には使用を
希望する日の空き状況をこ確認の上（電話可）、社協窓口で
申請書にこ記入いただきます。
《貸出物品》
貸出物品名
綿菓子機
ポップコーン機
餅つき

適所介護事業（デイサービス）
介護職員1名
資

格

月

給160，000円

試

験

介護福祉士資格取得者
平成21年7月11日（土）

実技試験・面接試験
新しいレクリエーション用品登場JJ

◎だるま蕗払⑳

臼

「諾諜芳だ夕￣

申込方法
ハローワークで求職の申込みを
行った上、市販の履歴書一部に
必要事項を記入し、写真を貼っ
て社会福祉協議会へ持参してく
ださい。（郵送不可）要項は履歴
書を持参されたときにお渡しし
ます。

《レクリェーシヨン用品》

受付期間

平成21年6月29日（月）
〜7月6田（月）

お問合せは、社会福祉協議会まで
土・白・祝日を除く
全高85cm、いすに座ったまま
でも行えるので、小さなお子様
から高齢の方まで一緒に楽し
めます／2組あります。

午前8時30分から
午後5時15分まで
住所

太子町宅原102−1

Tel：079−276−4111

たいし社協だより
第130号

ノβ

