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認知症サポーター養成講座
（令和3年度）（令和3年度）

　認知症に対する正しい知識を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをする「認知症サ
ポーター」を養成し、認知症高齢者等に優しい地域づくりを目指しています。
　この講座では「認知症サポーターとは」「認知症の仕組み」「認知症の方との接し方」「認知症の方や家族の気持
ち」を学びます。ご興味・ご関心のある方は、下記までお申込みください。

播磨町南大中1-8-41　播磨町福祉しあわせセンター内
Mail　hokatsu@harima-wel.or.jp

【お申し込み・お問合せ】【お申し込み・お問合せ】

播磨町地域包括支援センター ☎ 079-435-1841

認知症サポーターカード
（受講者にお渡しします）

日時 6月23日（水） 14時～15時30分
場所 播磨町福祉しあわせセンター

3階 会議室 定員 20名（先着順）

▼日　　時　７月７日（水）～１１月24日（水）
19時～21時のうち毎水曜日
全20回※１１月３日は休み

▼場　　所　高砂ユーアイ帆っとセンター
（高砂市高砂町松波町440-35）

▼定　　員　20名（先着順）

▼費　　用　無料（ただしテキスト代実費3,300円が必要で
す。）※テキスト「手話を学ぼう、手話で話そう
（入門課程）」

▼受講資格　播磨町・高砂市のいずれかに在住か在勤の方
▼申込方法　下記まで電話でお申込みください。
▼締　　切　６月23日（水）

手話奉仕員養成（入門）講座 参加者募集手話奉仕員養成（入門）講座 参加者募集

ほ

これから手話を
学びたい人は
この機会にぜひ！

播磨町社会福祉協議会播磨町社会福祉協議会 ＴＥＬ ０７９－４３５－１７１２お申込み・お問い合わせ

初めて手話を学習する方を対象に開講します。
聴覚障がい者と楽しく手話でおしゃべりしませんか？（※播磨町と高砂市の合同開催です）

【対　　象】町内在住で障がい児手帳（種別不問）を持っている、
もしくは特別支援学級に在籍している児童

【日　　程】7月～8月の夏休み期間中 計9回（※）
【時　　間】9：30～15：00 原則お弁当は各自持参
【内　　容】レクリエーションなど(予定）
【費　　用】6,000円（保険料込み）

参加児童募集参加児童募集

【勤務期間】7月～8月の期間中指定する日 計9回
9：00～16：00 その他説明会など実施
予定

【対　　象】学生、看護師・保育士・ヘルパー・介助員
等のご経験のある方、その他、当事業に
関心があり子どもと関わることが好きな
方 など

【募集人数】15人程度
※応募者多数の場合は書類選考をおこ
ないます。

【時　　給】950円～
【実施場所】町内施設 ほか
【締め切り】6月21日（月）

スタッフ募集スタッフ募集

　夏休み期間、障がいのある小学生を対象として、日常生活訓練を目的にレクリエーションなどを通して
交流を行います。下記のとおり参加者を募集します。

【お問い合わせ・お申込み 他】
お申込みの際は、指定の申込書に必要事項をご記入
の上、下記までご持参いただくか郵送してください。
申込用紙は、社会福祉協議会の窓口かホームページ
からもダウンロードできます。
※日程の詳細はホームページでご確認ください。

播磨町社会福祉協議会
  TEL ０７９－４３５－１７１２
　Mail／info@harima-wel.or.jp

児童・スタッフ共通児童・スタッフ共通

レクリエーション中
（2019年撮影)

令和3年度 障がい児生活訓練事業（のびのびはりま）
参加児童・スタッフさん募集！

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更・中止になる場合があります。

（１） （４）

播磨町 

※新型コロナウイルスの影響により、上記日程・内容などが変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

職　　種　生活支援員（非常勤）
募集人員　2名
業務内容
短期入所事業での利用者の生活面で
の介護及び支援
雇用期間
令和3年7月～令和4年3月31日
※契約の更新あり
勤務形態
夜勤（2日勤務）を週2回程度（月単位
の勤務表に基づく）
16時から翌日9時　休憩1時間及び
仮眠4時間　実働12時間勤務
給　　与
夜勤：1回あたり18,000円（深夜割
増、夜勤手当含む）
処遇改善手当等あり、その他雇用条
件は当会の規程に基づく

採用人数　３名
職務内容　利用者の介護（入浴・食事・排泄等）・送迎（添乗付き添い）

★その他、例えば、午後に実施するレクリエーション活動
の補助

応募資格　在宅介護に関心があり、高齢者や障がい者福祉に熱意を
もって取り組んで頂ける方。
介護福祉士又は介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）資
格を所持している方。

勤務形態　月曜日～土曜日の内、週３～４程度（月単位の勤務表に基
づく）　年に数回、日曜日の勤務あり
①9：00～16：00　半日勤務の場合は13：００まで
②9：30～16：30　　　　　　同　　上
（昼に２交代で１時間の休憩があります。実働６時間です。）
日曜日の勤務は、12：00～16：00の実働４時間です。
※9：00～13：00の短時間勤務も可能です。

給　　与　９５０円／１時間（介護職員初任者研修修了の方）
９３０円／１時間（資格未取得の方）
処遇改善手当　年２回　夏冬の一時金支給制度あり
労働者災害保険に加入　交通費支給（町外からの勤務者
に限る）

資格取得　介護福祉士及び介護職員初任者研修等の資格取得にか
の 助 成　かる費用について当社規定に応じた助成制度を活用して

頂けます。

播磨町デイサービスセンター
非常勤の介護職員募集

お問合せ・お申込み　播磨町デイサービスセンター
電話▶０７９－４３７－６１５５

ゆうあい園生活支援員募集ゆうあい園生活支援員募集

お問合せ・お申込み　ゆうあい園
電話　０78－941－1113



播磨町社会福祉協議会　電話 079－435－1712●お問い合わせ先　●お問い合わせ先　

　播磨町ボランティア連絡会は、ボランティア相互の交流をはかり、ボランティア活動の充実や社会福祉の向上を
目指すことを目的に結成されました。現在、12のボランティアグループが加入されてグループの垣根を越えた情
報交換や懇談会、研修等を実施しています。
　4月10日（土）には、福祉しあわせセンターにおいて、人数を最小限に絞りながら今年度の総会が行われました。
　昨年度は、コロナ禍でなかなか計画通りには実施できずに苦慮されましたが、そんな中でも、懇談会を開催し、
各グループの活動状況や悩み等を情報共有されました。また、役員と幹事の研修会も開催し、私たちが住んでい
る地域に目を向けた研修をすることができました。
　今年度もコロナ対策への厳しい状況は続いていますが、新たな役員さん達も「できることをやっていきましょ
う！」と前を向いておられました。

播磨町ボランティア連絡会の
総会が開催されました！
播磨町ボランティア連絡会の
総会が開催されました！
播磨町ボランティア連絡会の
総会が開催されました！
播磨町ボランティア連絡会の
総会が開催されました！

●日時　6月3日（木）・19日（土）
　　　　10時～12時
●場所　播磨町福祉会館

●日時　6月1日（火)
　　　　13時30分～15時30分
高齢者や障害者の方のお金や財産
の管理（成年後見制度）について
の相談もお受けします
◎法律相談をご希望の方は、事前
に心配ごと相談をお受けください｡

法律相談

困りごと相談

秘密厳守
●日時　6月1日（火）・10日（木）・
　　　　24日（木）　13時～15時
●場所　福祉しあわせセンター
播磨町人権擁護委員が

ご相談をお受けします。

知的障害者（児）相談

●日時　第２火曜日
　　　　13時～14時30分
●場所　播磨町福祉会館

心配ごと相談

秘密厳守
●日時　毎週火曜日　13時～16時
●場所　福祉しあわせセンター

このページに関する問合せは

E-Mail  info@harima-wel.or.jp

播磨町社会福祉協議会
TEL.079-435-1712

福祉相談
●日時　6月16日（水）
　　　　13時30分～16時
●場所　福祉しあわせセンター
民生委員・児童委員が

ご相談をお受けします。

幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）
幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）

　認知症に関する相談、認知症の
方も家族も気軽に立ち寄れる場所
です。
　みんなで集まり交流しませんか？
日　時　6月18日（金）
　　　　野添県住公民館
　　　　14時～15時30分
　　　　6月25日（金）
　　　　幸ばあちゃんの家
　　　　13時30分～15時30分
参加費　100円

認知症家族の会認知症家族の会
　認知症の方を介護する家族の日
頃の悩みや思いを語り合い、介護の
ヒントと安心感を得られる場です。
　お気軽にご参加ください。
日　時　6月12日（土）
　　　　13時30分～15時30分
場　所　幸ばあちゃんの家
参加費　100円
問合せ　地域包括支援センター
　　　　079–435–1841

子育て相談
●日時　6月28日(月)
　　　　13時30分～16時
●場所　福祉しあわせセンター
主任児童委員が

ご相談をお受けします。

6月の開設日

新型コロナウイルスの感染状況等によりお休みする場合があります。
開催の有無につきましては、社協（TEL 079-435-1712）までお問い合わせください。

ボ ラ ン テ ィ ア
リ ポ ー ト

　地域の高齢者が自発的に通い、体操や活動に参加し介護予防や地
域との関りを継続していく「通いの場」です。
　いきいき百歳体操を中心に高齢期の身体、認知機能維持に取り組
んでいます。送迎はありませんので各自で会場にお越しください。
(見学は、随時可能　要連絡)

火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

南部コミュニティーセンター
西部コミュニティーセンター
野添コミュニティーセンター
東部コミュニティーセンター

～ 65歳以上の人対象～
一般介護予防事業 「はつらつ広場」一般介護予防事業 「はつらつ広場」

【時間（共通）】9：30～11：30　 【参加費用】1回　100円開催要項

開催日は、事前にお問い合わせください。（5月24日現在　活動自粛中）

　有志のボランティアさんが中心となり介護予防の取り組みを
令和3年4月から開始しました。「参加する全員で健康維持ができ
ワイワイガヤガヤ心穏やかに過ごせるような居場所」をコンセプ
トに掲げ、実施しています。

【開催日時】毎週月曜日（10：00～11：30）
【開催場所】播磨町福祉しあわせセンター　3階（南大中）
【参 加 費】実費（100円／月　令和3年4月）

「元気はつらつ会」からのお知らせ

（毎週）

※緊急事態宣言発令中など、活動を自粛することがあります。

（３） （２）

寄付者ご芳名
あたたかい善意をありがとうございました。
（令和３年３月11日～令和３年５月10日）

（所得税法第78条第２項第３号該当
　法人税法第37条第２項及び第３項第３号該当）

大 中 団 地 匿 名

（敬称略）（個人の部）
地区名 氏　名 金　額

20,000円

●福祉のために

●今月の払出状況
24,000円子どものいない高齢者誕生日祝


