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美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

第 87 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

古布いこいの家サロン

コミュニティサロン北方

おしゃべり広場

〈協力施設・団体の紹介〉
◎ビラ・オレンジ
◎ワークルームかもめ
◎やなしサロン
◎古布いこいの家サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎米藏 「々おちゃっこハウス」
◎体操サロン緑苑
◎トイクリニックみはま
◎手話サークル「おれんじ」
◎おもちゃキャラバンボランティア「うみは」

◎セルプ・アゼーリア
◎おしゃべりサロン和み
◎コミュニティサロン北方
◎ぷらりん
◎上野間おきらく会
◎あったかネットワーク
◎おしゃべり広場
◎文字ｄeサポートみはま

夏だ！サマーボランティアスクール
～町内中学生87名の若い力が地域のために～～町内中学生87名の若い力が地域のために～

７月末から８月末にかけて、将来、福祉の担い手となることが期待される美浜町内の中学生を対象に
「サマーボランティアスクール」を開催しました。学校や日常生活では体験できない貴重な出会いや
ふれあい、交流をとおして福祉やボランティア活動への関心を高め、支え合いの気持ちを育んでもらい
たいと取り組んでいます。
サマーボランティアスクールは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこととして

捉え、地域の一員として社会参加のきっかけづくりをすることを目的にしています。
生徒からは、「何か人の役にたちたいな」「地域のいろいろな人と話がしてみたい」という気持ちを

持って参加され、交流をされた方からは「子どもからたくさんの元気をもらった」という喜びの声も
ありました。

ご協力いただいた関係機関、団体の皆様ありがとうございました。

キミのチカラは地域のチカラになる！

高齢者の方と交流　ところてん作り

高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム

子どもたちと一緒におもちゃ遊び

業務内容

募集人員

応募資格

応募書類

受付期間

採用試験

給  与  等

採用予定日

　 社会福祉協議会各種事業及び業務

 若干名（正規職員）

 次のいずれかの資格を有する方、または採用予定日までに取得見込の方 
 (1) 社会福祉士
 (2) 介護支援専門員
 (3) 保健師または地域ケア・地域保健等に経験のある看護師（准看護師は不可）
 　　※ いずれも採用予定日現在で65歳未満の方で普通自動車運転免許のある方

 (1) 採用候補者試験申込書
 (2) 資格等証明書（写）
 (3) 最終学歴の卒業証書（写）
  ※ 詳細は、試験要領にて確認してください。
  ※ 試験申込書及び試験要領は、本会にて配布しています。
   　また本会ホームページよりダウンロードもできます。

 令和元年10月2日（水）～10月31日（木）（郵送不可・下記まで本人持参のこと）

 令和2年1月1日（相談可）

 (1) 試験内容　筆記試験及び面接試験
 (2) 試 験 日　令和元年11月7日（木）～11月22日（金）のうち、
  　　　　　本会が指定する日 （個別相談に応じます）

 詳しくは試験要領にて確認してください。

連  絡  先●連 絡 先 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
  愛知県知多郡美浜町北方一丁目1番地（美浜町福祉センター内）
 ・電話　0569-83-2066  　・FAX　0569-82-5160
 ・メール　info@mihama-shakyo.or.jp
 ・ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/

高齢者だけでなく障害児者への
ホームヘルプサービスも行っております。

週２～３日程度、午前、午後、夜間のみなど
短時間働ける方も大歓迎です。
まずはお電話にてお問い合わせください。

■ 資格　 概ね65歳までの方でヘルパー2級以上、
 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
 正・准看護師資格を所有する方
 （要普通自動車運転免許）
■ 給与　 時給1,150円～
 ※有資格・経験年数等により異なります。
 ※土日祝日、早朝夜間帯は規程により割増
 　賃金を支給
 ※1訪問1活動につき、活動費200円支給
■ 面接　 随時（要・電話連絡)

電話：0569-82-5175
担当：中野

登録ホームヘルパーも募集しています！！（パート・随時募集中）

（令和2年1月採用）

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめていただき、関連資料等
もお持ちいただくとスムーズです。

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月  9日（水）
11月13日（水）
12月11日（水）

10月23日（水）
11月27日（水）
12月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ
子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/activity/

※平成子丑会様のご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。
※あいち知多農業協同組合様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティア
　グループの活動にて活用させていただきました。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題
(5)人権相談 (6)青少年問題 (7)行政に関する相談
(8)日常生活における悩みごと (9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

◎ 平成子丑会
◎ あいち知多農業協同組合

３０７，１１３円
知多米  １５０kg

誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。
【令和元年6月1日より令和元年8月31日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

第 87 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年10月1日 第 87 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

美浜町おもちゃ図書館『うみは』／トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
開館・開院日のお知らせ

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

今後の予定

　美浜町社会福祉協議会（社協）では、美浜町におけ
る地域福祉の増進を図ることを目的に様々な事業
を行っています。社協の行う事業は、皆様からいた
だきました会費を財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

　本年度も10月1日から12月31日までの3か月にわたり、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
この運動は住民相互のたすけあいを基本とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援
することを目的としています。皆様のご協力をお願いいたします。

平成30年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,254,212円3,254,212円 となりました。

「赤い羽根共同募金」にご協力ください。
募金期間：10月1日～12月31日

このうち、436,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
2,818,212円（約87％）が美浜町内の地域福祉の向上に役立てられています。

◎町内保育所クリスマス訪問事業
◎障害児者ふれあい運動会の開催
◎老人クラブへの活動助成
◎子ども会への活動助成
◎各種団体への活動助成
◎心配ごと相談所の運営
◎ボランティアの育成・研修　…等々

●対象　 赤ちゃんから年配の方までどなたでも

●会場　 美浜町福祉センター　2階 大会議室
 （北方一丁目1番地・旧中部電力美浜営業所）

●日時　 第2月曜日　午前10時～午後2時
 （但し休日は第3月曜へ）

●貸出　 おもちゃの貸し出しは無料
 1回につきお一人様1個
 貸出期間１か月以内
 返却用おもちゃボックス設置有（1階受付）

令和元年　10月21日（月）
　11月11日（月）
　12月  9日（月）

令和2年   1月20日（月）
   2月10日（月）
   3月  9日（月）　

10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00

※10月と1月は第3月曜日です
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ありました。

ご協力いただいた関係機関、団体の皆様ありがとうございました。

キミのチカラは地域のチカラになる！

高齢者の方と交流　ところてん作り

高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム

子どもたちと一緒におもちゃ遊び

業務内容

募集人員

応募資格

応募書類

受付期間

採用試験

給  与  等

採用予定日

　 社会福祉協議会各種事業及び業務

 若干名（正規職員）

 次のいずれかの資格を有する方、または採用予定日までに取得見込の方 
 (1) 社会福祉士
 (2) 介護支援専門員
 (3) 保健師または地域ケア・地域保健等に経験のある看護師（准看護師は不可）
 　　※ いずれも採用予定日現在で65歳未満の方で普通自動車運転免許のある方

 (1) 採用候補者試験申込書
 (2) 資格等証明書（写）
 (3) 最終学歴の卒業証書（写）
  ※ 詳細は、試験要領にて確認してください。
  ※ 試験申込書及び試験要領は、本会にて配布しています。
   　また本会ホームページよりダウンロードもできます。

 令和元年10月2日（水）～10月31日（木）（郵送不可・下記まで本人持参のこと）

 令和2年1月1日（相談可）

 (1) 試験内容　筆記試験及び面接試験
 (2) 試 験 日　令和元年11月7日（木）～11月22日（金）のうち、
  　　　　　本会が指定する日 （個別相談に応じます）

 詳しくは試験要領にて確認してください。

連  絡  先●連 絡 先 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
  愛知県知多郡美浜町北方一丁目1番地（美浜町福祉センター内）
 ・電話　0569-83-2066  　・FAX　0569-82-5160
 ・メール　info@mihama-shakyo.or.jp
 ・ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/

高齢者だけでなく障害児者への
ホームヘルプサービスも行っております。

週２～３日程度、午前、午後、夜間のみなど
短時間働ける方も大歓迎です。
まずはお電話にてお問い合わせください。

■ 資格　 概ね65歳までの方でヘルパー2級以上、
 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
 正・准看護師資格を所有する方
 （要普通自動車運転免許）
■ 給与　 時給1,150円～
 ※有資格・経験年数等により異なります。
 ※土日祝日、早朝夜間帯は規程により割増
 　賃金を支給
 ※1訪問1活動につき、活動費200円支給
■ 面接　 随時（要・電話連絡)

電話：0569-82-5175
担当：中野

登録ホームヘルパーも募集しています！！（パート・随時募集中）

（令和2年1月採用）

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめていただき、関連資料等
もお持ちいただくとスムーズです。

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。
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毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月  9日（水）
11月13日（水）
12月11日（水）
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美浜町福祉センター
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野間公民館
〃
〃

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ
子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
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※平成子丑会様のご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。
※あいち知多農業協同組合様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティア
　グループの活動にて活用させていただきました。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題
(5)人権相談 (6)青少年問題 (7)行政に関する相談
(8)日常生活における悩みごと (9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

◎ 平成子丑会
◎ あいち知多農業協同組合

３０７，１１３円
知多米  １５０kg

誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。
【令和元年6月1日より令和元年8月31日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

第 87 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年10月1日 第 87 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

美浜町おもちゃ図書館『うみは』／トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
開館・開院日のお知らせ

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

今後の予定

　美浜町社会福祉協議会（社協）では、美浜町におけ
る地域福祉の増進を図ることを目的に様々な事業
を行っています。社協の行う事業は、皆様からいた
だきました会費を財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

　本年度も10月1日から12月31日までの3か月にわたり、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
この運動は住民相互のたすけあいを基本とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援
することを目的としています。皆様のご協力をお願いいたします。

平成30年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,254,212円3,254,212円 となりました。

「赤い羽根共同募金」にご協力ください。
募金期間：10月1日～12月31日

このうち、436,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
2,818,212円（約87％）が美浜町内の地域福祉の向上に役立てられています。

◎町内保育所クリスマス訪問事業
◎障害児者ふれあい運動会の開催
◎老人クラブへの活動助成
◎子ども会への活動助成
◎各種団体への活動助成
◎心配ごと相談所の運営
◎ボランティアの育成・研修　…等々

●対象　 赤ちゃんから年配の方までどなたでも

●会場　 美浜町福祉センター　2階 大会議室
 （北方一丁目1番地・旧中部電力美浜営業所）

●日時　 第2月曜日　午前10時～午後2時
 （但し休日は第3月曜へ）

●貸出　 おもちゃの貸し出しは無料
 1回につきお一人様1個
 貸出期間１か月以内
 返却用おもちゃボックス設置有（1階受付）

令和元年　10月21日（月）
　11月11日（月）
　12月  9日（月）

令和2年   1月20日（月）
   2月10日（月）
   3月  9日（月）　

10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00

※10月と1月は第3月曜日です



令和元年10月1日  第87号 
編集・発行

美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

第 87 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

古布いこいの家サロン

コミュニティサロン北方

おしゃべり広場

〈協力施設・団体の紹介〉
◎ビラ・オレンジ
◎ワークルームかもめ
◎やなしサロン
◎古布いこいの家サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎米藏 「々おちゃっこハウス」
◎体操サロン緑苑
◎トイクリニックみはま
◎手話サークル「おれんじ」
◎おもちゃキャラバンボランティア「うみは」

◎セルプ・アゼーリア
◎おしゃべりサロン和み
◎コミュニティサロン北方
◎ぷらりん
◎上野間おきらく会
◎あったかネットワーク
◎おしゃべり広場
◎文字ｄeサポートみはま

夏だ！サマーボランティアスクール
～町内中学生87名の若い力が地域のために～～町内中学生87名の若い力が地域のために～

７月末から８月末にかけて、将来、福祉の担い手となることが期待される美浜町内の中学生を対象に
「サマーボランティアスクール」を開催しました。学校や日常生活では体験できない貴重な出会いや
ふれあい、交流をとおして福祉やボランティア活動への関心を高め、支え合いの気持ちを育んでもらい
たいと取り組んでいます。
サマーボランティアスクールは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこととして

捉え、地域の一員として社会参加のきっかけづくりをすることを目的にしています。
生徒からは、「何か人の役にたちたいな」「地域のいろいろな人と話がしてみたい」という気持ちを

持って参加され、交流をされた方からは「子どもからたくさんの元気をもらった」という喜びの声も
ありました。

ご協力いただいた関係機関、団体の皆様ありがとうございました。

キミのチカラは地域のチカラになる！

高齢者の方と交流　ところてん作り

高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム

子どもたちと一緒におもちゃ遊び

業務内容

募集人員

応募資格

応募書類

受付期間

採用試験

給  与  等

採用予定日

　 社会福祉協議会各種事業及び業務

 若干名（正規職員）

 次のいずれかの資格を有する方、または採用予定日までに取得見込の方 
 (1) 社会福祉士
 (2) 介護支援専門員
 (3) 保健師または地域ケア・地域保健等に経験のある看護師（准看護師は不可）
 　　※ いずれも採用予定日現在で65歳未満の方で普通自動車運転免許のある方

 (1) 採用候補者試験申込書
 (2) 資格等証明書（写）
 (3) 最終学歴の卒業証書（写）
  ※ 詳細は、試験要領にて確認してください。
  ※ 試験申込書及び試験要領は、本会にて配布しています。
   　また本会ホームページよりダウンロードもできます。

 令和元年10月2日（水）～10月31日（木）（郵送不可・下記まで本人持参のこと）

 令和2年1月1日（相談可）

 (1) 試験内容　筆記試験及び面接試験
 (2) 試 験 日　令和元年11月7日（木）～11月22日（金）のうち、
  　　　　　本会が指定する日 （個別相談に応じます）

 詳しくは試験要領にて確認してください。

連  絡  先●連 絡 先 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
  愛知県知多郡美浜町北方一丁目1番地（美浜町福祉センター内）
 ・電話　0569-83-2066  　・FAX　0569-82-5160
 ・メール　info@mihama-shakyo.or.jp
 ・ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/

高齢者だけでなく障害児者への
ホームヘルプサービスも行っております。

週２～３日程度、午前、午後、夜間のみなど
短時間働ける方も大歓迎です。
まずはお電話にてお問い合わせください。

■ 資格　 概ね65歳までの方でヘルパー2級以上、
 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
 正・准看護師資格を所有する方
 （要普通自動車運転免許）
■ 給与　 時給1,150円～
 ※有資格・経験年数等により異なります。
 ※土日祝日、早朝夜間帯は規程により割増
 　賃金を支給
 ※1訪問1活動につき、活動費200円支給
■ 面接　 随時（要・電話連絡)

電話：0569-82-5175
担当：中野

登録ホームヘルパーも募集しています！！（パート・随時募集中）

（令和2年1月採用）

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめていただき、関連資料等
もお持ちいただくとスムーズです。

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月  9日（水）
11月13日（水）
12月11日（水）

10月23日（水）
11月27日（水）
12月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ
子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/activity/

※平成子丑会様のご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。
※あいち知多農業協同組合様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティア
　グループの活動にて活用させていただきました。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題
(5)人権相談 (6)青少年問題 (7)行政に関する相談
(8)日常生活における悩みごと (9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

◎ 平成子丑会
◎ あいち知多農業協同組合

３０７，１１３円
知多米  １５０kg

誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。
【令和元年6月1日より令和元年8月31日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

第 87 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年10月1日 第 87 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

美浜町おもちゃ図書館『うみは』／トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
開館・開院日のお知らせ

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

今後の予定

　美浜町社会福祉協議会（社協）では、美浜町におけ
る地域福祉の増進を図ることを目的に様々な事業
を行っています。社協の行う事業は、皆様からいた
だきました会費を財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

　本年度も10月1日から12月31日までの3か月にわたり、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
この運動は住民相互のたすけあいを基本とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援
することを目的としています。皆様のご協力をお願いいたします。

平成30年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,254,212円3,254,212円 となりました。

「赤い羽根共同募金」にご協力ください。
募金期間：10月1日～12月31日

このうち、436,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
2,818,212円（約87％）が美浜町内の地域福祉の向上に役立てられています。

◎町内保育所クリスマス訪問事業
◎障害児者ふれあい運動会の開催
◎老人クラブへの活動助成
◎子ども会への活動助成
◎各種団体への活動助成
◎心配ごと相談所の運営
◎ボランティアの育成・研修　…等々

●対象　 赤ちゃんから年配の方までどなたでも

●会場　 美浜町福祉センター　2階 大会議室
 （北方一丁目1番地・旧中部電力美浜営業所）

●日時　 第2月曜日　午前10時～午後2時
 （但し休日は第3月曜へ）

●貸出　 おもちゃの貸し出しは無料
 1回につきお一人様1個
 貸出期間１か月以内
 返却用おもちゃボックス設置有（1階受付）

令和元年　10月21日（月）
　11月11日（月）
　12月  9日（月）

令和2年   1月20日（月）
   2月10日（月）
   3月  9日（月）　

10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00

※10月と1月は第3月曜日です



令和元年10月1日  第87号 
編集・発行

美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

第 87 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

古布いこいの家サロン

コミュニティサロン北方

おしゃべり広場

〈協力施設・団体の紹介〉
◎ビラ・オレンジ
◎ワークルームかもめ
◎やなしサロン
◎古布いこいの家サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎米藏 「々おちゃっこハウス」
◎体操サロン緑苑
◎トイクリニックみはま
◎手話サークル「おれんじ」
◎おもちゃキャラバンボランティア「うみは」

◎セルプ・アゼーリア
◎おしゃべりサロン和み
◎コミュニティサロン北方
◎ぷらりん
◎上野間おきらく会
◎あったかネットワーク
◎おしゃべり広場
◎文字ｄeサポートみはま

夏だ！サマーボランティアスクール
～町内中学生87名の若い力が地域のために～～町内中学生87名の若い力が地域のために～

７月末から８月末にかけて、将来、福祉の担い手となることが期待される美浜町内の中学生を対象に
「サマーボランティアスクール」を開催しました。学校や日常生活では体験できない貴重な出会いや
ふれあい、交流をとおして福祉やボランティア活動への関心を高め、支え合いの気持ちを育んでもらい
たいと取り組んでいます。
サマーボランティアスクールは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこととして

捉え、地域の一員として社会参加のきっかけづくりをすることを目的にしています。
生徒からは、「何か人の役にたちたいな」「地域のいろいろな人と話がしてみたい」という気持ちを

持って参加され、交流をされた方からは「子どもからたくさんの元気をもらった」という喜びの声も
ありました。

ご協力いただいた関係機関、団体の皆様ありがとうございました。

キミのチカラは地域のチカラになる！

高齢者の方と交流　ところてん作り

高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム高齢者の方と交流　色合わせカードゲーム

子どもたちと一緒におもちゃ遊び

業務内容

募集人員

応募資格

応募書類

受付期間

採用試験

給  与  等

採用予定日

　 社会福祉協議会各種事業及び業務

 若干名（正規職員）

 次のいずれかの資格を有する方、または採用予定日までに取得見込の方 
 (1) 社会福祉士
 (2) 介護支援専門員
 (3) 保健師または地域ケア・地域保健等に経験のある看護師（准看護師は不可）
 　　※ いずれも採用予定日現在で65歳未満の方で普通自動車運転免許のある方

 (1) 採用候補者試験申込書
 (2) 資格等証明書（写）
 (3) 最終学歴の卒業証書（写）
  ※ 詳細は、試験要領にて確認してください。
  ※ 試験申込書及び試験要領は、本会にて配布しています。
   　また本会ホームページよりダウンロードもできます。

 令和元年10月2日（水）～10月31日（木）（郵送不可・下記まで本人持参のこと）

 令和2年1月1日（相談可）

 (1) 試験内容　筆記試験及び面接試験
 (2) 試 験 日　令和元年11月7日（木）～11月22日（金）のうち、
  　　　　　本会が指定する日 （個別相談に応じます）

 詳しくは試験要領にて確認してください。

連  絡  先●連 絡 先 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
  愛知県知多郡美浜町北方一丁目1番地（美浜町福祉センター内）
 ・電話　0569-83-2066  　・FAX　0569-82-5160
 ・メール　info@mihama-shakyo.or.jp
 ・ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/

高齢者だけでなく障害児者への
ホームヘルプサービスも行っております。

週２～３日程度、午前、午後、夜間のみなど
短時間働ける方も大歓迎です。
まずはお電話にてお問い合わせください。

■ 資格　 概ね65歳までの方でヘルパー2級以上、
 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
 正・准看護師資格を所有する方
 （要普通自動車運転免許）
■ 給与　 時給1,150円～
 ※有資格・経験年数等により異なります。
 ※土日祝日、早朝夜間帯は規程により割増
 　賃金を支給
 ※1訪問1活動につき、活動費200円支給
■ 面接　 随時（要・電話連絡)

電話：0569-82-5175
担当：中野

登録ホームヘルパーも募集しています！！（パート・随時募集中）

（令和2年1月採用）

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめていただき、関連資料等
もお持ちいただくとスムーズです。

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月  9日（水）
11月13日（水）
12月11日（水）

10月23日（水）
11月27日（水）
12月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ
子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/activity/

※平成子丑会様のご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。
※あいち知多農業協同組合様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティア
　グループの活動にて活用させていただきました。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題
(5)人権相談 (6)青少年問題 (7)行政に関する相談
(8)日常生活における悩みごと (9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

◎ 平成子丑会
◎ あいち知多農業協同組合

３０７，１１３円
知多米  １５０kg

誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。
【令和元年6月1日より令和元年8月31日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

第 87 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年10月1日 第 87 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年10月1日

美浜町おもちゃ図書館『うみは』／トイクリニックみはま（おもちゃ病院）
開館・開院日のお知らせ

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

今後の予定

　美浜町社会福祉協議会（社協）では、美浜町におけ
る地域福祉の増進を図ることを目的に様々な事業
を行っています。社協の行う事業は、皆様からいた
だきました会費を財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

　本年度も10月1日から12月31日までの3か月にわたり、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
この運動は住民相互のたすけあいを基本とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援
することを目的としています。皆様のご協力をお願いいたします。

平成30年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,254,212円3,254,212円 となりました。

「赤い羽根共同募金」にご協力ください。
募金期間：10月1日～12月31日

このうち、436,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
2,818,212円（約87％）が美浜町内の地域福祉の向上に役立てられています。

◎町内保育所クリスマス訪問事業
◎障害児者ふれあい運動会の開催
◎老人クラブへの活動助成
◎子ども会への活動助成
◎各種団体への活動助成
◎心配ごと相談所の運営
◎ボランティアの育成・研修　…等々

●対象　 赤ちゃんから年配の方までどなたでも

●会場　 美浜町福祉センター　2階 大会議室
 （北方一丁目1番地・旧中部電力美浜営業所）

●日時　 第2月曜日　午前10時～午後2時
 （但し休日は第3月曜へ）

●貸出　 おもちゃの貸し出しは無料
 1回につきお一人様1個
 貸出期間１か月以内
 返却用おもちゃボックス設置有（1階受付）

令和元年　10月21日（月）
　11月11日（月）
　12月  9日（月）

令和2年   1月20日（月）
   2月10日（月）
   3月  9日（月）　

10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00

※10月と1月は第3月曜日です


