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　　 踏み出す！終活第一歩　～自分のことは自分で準備する！～
講師　一般社団法人 つむぐ　長井　俊行 氏

【日　時】10月29日（土）　受付開始13：30　　開始14：00～終了15：30
【会　場】播磨町中央公民館 大ホール（加古郡播磨町東本荘1丁目5-40）
【持ち物】 ①エンディングノート（お持ちでなければ印刷物配布します。
　　　　　当日購入される方は550円になります。）　②鉛筆
お申込み 電話　079-435-1841またはQRコード
締め切り 10月27日（木）　　　　　

自分の豊かな生活のために何ができるか考えてみましょう！

　　 いきいき100歳体操交流会　～10周年記念行事・講演会～
【日　時】11月8日（火）　受付開始13：30　　開始14：00～終了15：45
【会　場】播磨町中央公民館 大ホール（加古郡播磨町東本荘1丁目5-40）
【内　容】10周年記念表彰・お祝い演奏／みんなでいきいき100歳体操／
　　　　　講演『洲本市の取り組み　いきいき百歳体操と地域づくり』（オンライン）
　　　　　講師　洲本市役所 介護福祉課
　　　　　　　　　　 （理学療法士兼生活支援コーディネーター）　畑山　浩志 氏
お申込み 電話　079-435-1841またはQRコード
締め切り 11月4日（金）

100歳体操に関心のある住民の方、どなたでもご参加ください!!

職 員 募 集
職　　種　デイ―サービスセンター介護職員【パート】
採用人数　若干名 
職務内容
　利用者の介護（入浴・食事・排泄等）・送迎（添乗付添） 
★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いただける方。 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）

　①９：００～１６：００　②９：３０～１６：３０ 
　（昼に２交代で１時間の休憩。実働６時間。）
　※９：００～１３：００の短時間勤務も可能です。 
給　　与
　①９8０円／１時間（介護職員初任者研修修） 
　②９6０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 
にかかる費用の助成について、当社規定に応じた助 
成制度を活用していただけます。 

●日時　10月4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

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

困りごと相談

秘密厳守
●日時　10月13日（木）・27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。

福祉相談
●日時　10月19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。

オレンジカフェ
（認知症カフェ）
オレンジカフェ
（認知症カフェ）

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　10月8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

　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？

＜カフェ夢の森＞
日　時 10月7日（金）
 10時～ 11時30分
場　所　駅西公民館

＜あっぷるカフェ＞
日　時 10月12日（水）
 13時30分～ 15時30分
場　所　本荘北公民館

＜はっぴーカフェ＞
日　時 10月20日（木）
 14時～ 15時30分
場　所　はっぴーの家

＜野添カフェ＞
日　時 10月21日（金） 
 14時～ 15時30分
場　所　野添県住集会所 

＜四つ葉カフェ＞
日　時 10月15日（土）
 13時30分～ 15時00分
場　所　東部コミセン

＜幸ちゃんカフェ＞
日　時 10月28日（金）
 13時30分～ 15時30分 
場　所　幸ばあちゃんの家

参加費はすべての
会場で100円です

問合せ・申込み
播磨町社会福祉協議会　ＴＥＬ ０７９－435－1712

介護支援ボランティア養成講座 受講者募集介護支援ボランティア養成講座 受講者募集
播磨町介護支援ボランティアポイント事業

対象者　60歳以上の町民で、ボランティア活動を継続できる方
日　程　右記のいずれか1日を受講
場　所　福祉しあわせセンター３階　　　　
定　員　各回15名　　　　持ち物　筆記用具

令和4年10月25日（火）　10時～11時30分
　　　　11月30日（水）　10時～11時30分※

　　　　12月13日（火）　10時～11時30分
※の日は午後から現在活動している方の定例会があります

申込み・問合せ　播磨町地域包括支援センター　☎079－435－1841(月～土) 各開催５日前までにお電話でお申し込みください。

　通いの場や介護施設で、皆さんの経験・知識・技術を生かして地域貢献しませんか？
　健康づくりや介護予防になると同時に、地域や社会をよくし、活動者自身のいきがいにつながります。興味を持
たれた方は下記までお申し込みください！(資格不問)

参加費無料

　　 人生会議①　～豊かな人生を送るために～
【日　時】11月5日（土）　受付開始13：30　　開始14：00～終了15：30
【会　場】播磨町中央公民館 2階 視聴覚室（加古郡播磨町東本荘1丁目5-40）
【内　容】講演　『豊かな人生を送るために』　
お申込み 電話　079-435-1841またはQRコード
締め切り 11月1日（火）

ご自身や大切な家族の これからの人生・最期について 一緒に考えてみませんか？

先着50名様（事前予約制）

5

住民のみなさまへ　ためになる講座

6
先着100名様（事前予約制）

4
先着80名様（事前予約制）

（１） （４）
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今年も
ご協力お願いします

今年も
ご協力お願いします

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４年８月８日～令和４年９月７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）

●今月の払出状況
6,000円子どものいない高齢者誕生日祝

播磨町民生委員児童委員協議会

単位：円（団体の部）
団　体　名 金　額

22,200円

●福祉のために

認知症に
　 なった波平さん

　おなじみのサザエさんの一家に問題発生！高齢期
に気になる問題を皆さんと考えます。物語を語るよ
うな口調で課題を整理していく講演会にぜひご参加
ください。
日　　時：令和4年11月25日（金）14：00～16：00
場　　所：播磨町中央公民館　大ホール
講　　師：渡辺 哲雄氏
　　　　　日本福祉大学中央福祉専門学校 専任教員
申し込み：事前予約制　先着70名
播磨町社会福祉協議会：事務局　079‒435‒1712

サザエさん家の

～契約社会と成年後見制度～

開催予告
新型コロナウイルスの感染状況により、参加人数の制限や開催を中止する場合がございますので、ご了承ください。

【赤い羽根共同募金】
赤い羽根共同募金は、第2次世界大戦
後の1947年（昭和22年）に市民が主
体の取り組みとしてスタートしました。
毎年10月1日～翌年3月31日までの6
か月間、町のいたるところでボランテ
ィアが呼びかけを行っています。

【自分の町を良くする活動】
集まったお金は、募金されたその地域
で使われます。つまり「自分の町を良
くする活動」のために使われているの
です。あなたの町での使い道はデータ
ーベース「はねっと」で調べられます。
https：//hanett.akaihane.or.jp 

【その町に住むわたし】
あなたの募金が、じぶんの町を住みや
すい町にしていきます。あなたの近く
で困っていた人を笑顔にしてくれます。
そのうれしい気持ちがまた赤い羽根
につながっていくと、うれしい大きな
輪ができあがります。

10月1日より

令和4年度目標額  ３,029,０００円令和4年度目標額  ３,029,０００円令和4年度目標額  ３,029,０００円令和4年度目標額  ３,029,０００円令和4年度目標額  ３,029,０００円令和4年度目標額  ３,029,０００円

社協が実施する　様々な活動に募金が役立てられています

☆高齢者見守り給食サービスや移送事業等の在宅福祉活動
☆自治会が実施するふれあいいきいきサロンや支え合い連絡会の活動
☆一人暮らしの高齢者の会等高齢者団体の活動
☆小学校や高校での福祉学習活動　　☆障害者団体･当事者組織の活動
☆ボランティア活動　　　　　　　　☆福祉フェア等の啓発活動
☆広報紙の発行等の広報・調査活動

～あなたも【チームオレンジはりま】の一員として活躍しませんか？～

参加費

無料

日 時 令和4年11月21日（月） 14：00～15：30

播磨町福祉しあわせセンター3階

先着40名（事前予約制）

会 場

募集人数

チームオレンジとして活躍するにはステップアップ研修の受講が必須です。

お申込み
お問い合わせ

お問い合わせ先 QRコード

電話番号

オレンジサポーターとして活動していると、認知症じゃ

ないかと思われる方や、認知症の当事者の方やご家族

に、「どう関わればいいの？」と悩むことがあると思いま

す。今回は、そんなお悩みを紐解いて、手がかりを見つ

けていきたいと思います。 講師：裵 鎬洙（ペ ホス）
「理由を探る認知症ケア」

著者

認知症にやさしいまちづくりのために・・・

播磨町地域包括支援センター

079-435-1841

QRコードからでも
お申込できます。

受講については、認知症サポーター養成研修を受講された方の中で、オレンジカフェ
等でボランティアとして活躍するチームオレンジのメンバーの活動に興味がある方が
対象となります。

※認知症サポーター養成講座の上位研修となります。

助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根

ふれあい・いきいきサロンをはじめ、播磨町内の人と人のつながり・支えあいを応援しています。
県内の福祉施設や団体、NPOなどの事業を応援します！

いつ、どこで起こるかわからない大規模な災害に備えています！

播 磨 町 共 同 募 金 委 員 会

（３） （２）
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