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対 象 者 ：身体に障害のある方、けがをされた方など
　　　　　一時的に利用が必要な方にお貸しします。
利 用 料 ：無料
貸出場所：本部・尾西支部・木曽川支部・大和事務所

　尾西支部・木曽川支部・大和事務所の会議室やボランティア室の貸し出しを行っています。

　高齢者疑似体験セットなど
の福祉用具や、レクリエーシ
ョン用具、マイクセットなど
の貸し出しを行っています。

★ 車いすの貸し出し

★ 会議室の利用

★ 用具の貸し出し

あなたの力を
貸してください !!

登録すると、ボランティアに関する情報発信のほか以下の特典もあります

貸出
用具の
一部

非接触型温度計 サーキュレーター マンカラ

● ちょこボラ協力会員
　自分のできる範囲で、困って
いる高齢者に、“ちょこっと”した
お手伝いをしてみませんか？
　企業・法人会員も募集中

● 一芸ボランティア
　施設やサロンなどで、歌や踊
り、手品などの披露や、小物作
りの指導などを行っていただけ
る方を募集中

● おもちゃ図書館運営ボランティア
　市内に2か所(浅井町、丹陽町)
あるおもちゃ図書館で、受付や
おもちゃの作成などをしていた
だける方を募集中

【問合せ】本部 ℡85-7024　

本紙は目の不自由な方のために音声版・点字版広報も発行しております｡ご希望の方は本部まで

ウェブサイト　http://www.138sk.org

新入職員企画では、□□□□教室の講師
にインタビューしました。□に入る言葉
をお答えください。ヒント13ページ
ご応募いただいた方の中から抽選で5名の方に図書
カード(1,000円分)をプレゼントします！
①クイズの答え　②本紙に対するご意見・ご感想
③住所　④氏名　⑤年齢　
を明記のうえ、ハガキにてご応募ください。
【令和5年2月28日(火)必着】
〒491-0858一宮市栄3丁目1番2号　尾張一宮駅前
ビル4階(一宮市社会福祉協議会内)「いちのみやの
社会福祉」編集係あて
10月号クイズ当選者発表(応募総数89通) 伊藤様(丹
陽町) 藤井様(浅井町) 榊原様(大和町) 田島様(今伊勢
町) 前田様(浅井町)おめでとうございます。
クイズの答え：42,400,000円

図書カード
￥1,000

2023
月号

No.54

福祉のまちづくり
（ 6月・10月・2月発行 ）一宮市社会福祉協議会
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●社会福祉大会（全国・愛知県・一宮市）
●赤い羽根作品コンクール
●生活支援体制整備事業講演会

●ボランティアマッチングイベント
●ボランティア紹介リレー
●新入職員企画

　コロナ禍で思うように活動できていないボランティアの方も多く、withコロナのボ
ランティア活動について、熱く意見を交わしていただきました。交流会当日の様子は社
協ブログ(右の二次元コード➡)をご覧ください。
　一宮市のボランティア活動が再び盛り上がるよう社協も一緒にがんばっていきます！

　3月26日(日)に市民の方とボランティア団体との出会いの場としてマッチングイベン
ト「ボラまっち一宮」を行います。ぜひお立ち寄りください。⇒詳細は8ページ。

ボランティア活動を盛り上げましょう！

広告

広告

訪問介護員募集！
（ホームヘルパーの資格を活かしませんか）

☆各種手当・処遇改善一時金・研修制度・有給休暇制度などあり☆

まずはお気軽にお電話ください。
☎８５-９９６３

勤務時間、休日は応相談 / 初心者も大歓迎 / 正職員への登用制度あり
資　格　　初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）以上、または介護福祉士
時　給　　身体介護／１，５００円～　　生活援助／１，１００円～

社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 いちのみや指定訪問介護事業所
一宮市東五城字備前１２番地 (一宮市尾西庁舎４階 )

介護支援専門員募集 ！
（ケアマネジャーの資格を活かしませんか）

☆　社会保険・労災・共済加入・退職金制度・研修制度あり　☆

まずはお気軽にお電話ください。
☎８５-９９６２

応募条件　学歴：高校卒業以上 / 資格：介護支援専門員
週休２日・勤務時間：８：３０～１７：１５・勤務地：一宮市内・月給：１７６，２００円
（基本給※変更となる場合があります。）その他詳細はお尋ねください。

社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 いちのみや居宅介護支援事業所
一宮市東五城字備前１２番地 (一宮市尾西庁舎４階 )



令和４年度全国社会福祉大会

第70回愛知県社会福祉大会

第19回一宮市社会福祉大会

◇令和4年12月13日(火)、令和4年度全国社会福祉大会が開催され、一宮市からは次の
方々が表彰されました。
◎全国社会福祉協議会会長表彰 
・社会福祉法人・福祉施設　　　  
　冨板 弘子
・永年勤続　 　　　
　青木 真砂枝 / 川崎 絹江 / 川口 佳世 / 岡庭 享子 / 木村 美紀 / 森 好史　

◇令和4年12月22日(木)、第70回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々
が表彰されました。
◎愛知県社会福祉協議会会長表彰
・民生委員・児童委員
　成瀬 啓子 / 村橋 さかえ / 遠藤 幸子 / 
　植田 常幸 / 久木 義弘 / 木野 久美子 
・社会福祉施設・団体役職員
　春日井 ヒトミ / 堀田 智子 / 河村 保久 /
　米澤 香奈子 / 野杁 泉 / 團迫 武志
・その他、社会福祉事業の進展に寄与した者
　一宮手話サークル(昼の部)
◎愛知県共同募金会会長表彰
・個人
　橋本 亮 / 加納 邦夫 / 近藤 重幸

◇令和4年11月18日(金)、第19回一宮市社会福祉大会が行われ、次の方々が表彰されま
した。
◎一宮市社会福祉協議会会長表彰
・地域福祉貢献者（一宮市社会福祉協議会役職員）
　佐藤 勝洋 / 番 勝彦 / 森 重幸 /  𦚰田みさ子
・地域福祉貢献者（一宮市社会福祉協議会支会役員）
　足立 七王 / 石澤 節代 / 市岡 佳子 / 伊藤 千嘉子 / 岩田 義夫 / 岩野 昭子 / 魚住 左知代 /
　小川 明美 / 小河 澄子 / 尾関 勝子 / 筧 賢吾 / 加納 邦夫 / 鎌倉 邦男 / 釜野 茂治 / 
　神戸 健太郎 / 九里 修策 / 近藤 堅也 / 近藤 洋子 / 佐々 正一 / 佐藤 きよ子 /白木 圭子 /
　杉浦 豊子 / 杉田 房子 / 竹中 清治 / 田中 悦二 / 角田 廣志 / 中島 初美 / 野村 綠 / 
　則竹 安郎 / 伴野 雅俊 / 日野 國男 / 平松 愛子 / 平山 富朗 / 不破 鉦平 / 松永 光子 / 
　松本 竹志
・社会福祉施設・団体役職員
　大野 忠司 / 大野 喜美 / 佐治 美由起 / 柴田 尚子 / 杉本 千恵 / 中村 英樹 / 
　星川 裕香 / 松本 愛 / 三浦 千恵子 / 脇田 雅代 / 鷲津 直美 （敬称略・順不同）

第66回福祉善行児童･生徒表彰
　1月31日(火)に、第66回福祉善行児童・生徒表彰を行いました。
　地域の福祉活動やボランティア活動に積極的に参加し、明るい幸せな地
域社会づくりに寄与した児童・生徒62名を表彰しました。
　表彰を受けられたみなさん、おめでとうございます。
　なお、表彰された児童・生徒の氏名は、本会ウェブサイト
をご覧ください。 138sk

　一宮市社会福祉大会では、落語家の柳家花緑さんによる講演が
行われました。柳家花緑さんは、祖父である五代目柳家小さんに
入門後、22歳で戦後最年少の真打昇進、そして、平成29年に発達
障害であることを公表しました。
　今回の講演では、自身の障害との付き合い方、向き合い方につ
いてお話しいただき、「障害者から健常者になることを目指すの
ではなく、ありのままの自分で良い」という言葉が印象的でした。発達障害は自身の個性、ギフトで
あり、マイナスではない、ということを経験を交えて語ってくださり、多様性について深く考えさせ
られました。
　落語家らしく、講演に笑いどころもあり、分かりやすく親しみ深く聞くことができました。

一宮市社会福祉大会記念講演　内容紹介

発達障害は私にとってギフトでした‼
～発達障害落語家誕生～

講師　柳家花緑さん

社会福祉協議会会員募集のお願い
 一宮市の福祉を支える社協会員に

　社協の活動財源は、市からの補助金・受託金のほか、社協会費や赤い羽根共同募金配分金、善意
のご寄付など、みなさまからのご支援・ご協力に支えられています。
　いただいた会費は、各連区に設置している地区社会福祉協議会(支会)に還元され、各連区の実情
に合わせた地域福祉推進のために活用されます。
　「誰もが安心して暮らせる、人にやさしい福祉のまちづくり」を目指して、今後もさまざまな事
業に取り組み、みなさまとともに一宮市の地域福祉を推進してまいりますので、温かいご協力をお
願いいたします。

会員の種類と年会費 会員募集の流れ
①会員募集のご依頼

一宮市社協 地域のみなさま

個人又は町内会

社会福祉協議会支会
（連区ごとに設置）

町内会

　地元の町会長さん、役員さんが訪問さ
れましたら、ご協力いただきますよう、よ
ろしくお願いします。

③会費は、個人が直接納入さ
れる場合と、町内会でまとめて
納入される場合があります。

④
助
成

⑤
福
祉
事
業
の
実
施

一般会員　  500円

法人会員　1,000円
団体会員　  500円×世帯数

（個人又は世帯）

（町内会・自治会等）

②地域のみなさまへご案内

32023（令和5）年 2月　いちのみやの社会福祉2 2023（令和5）年 2月　いちのみやの社会福祉



令和４年度全国社会福祉大会

第70回愛知県社会福祉大会

第19回一宮市社会福祉大会

◇令和4年12月13日(火)、令和4年度全国社会福祉大会が開催され、一宮市からは次の
方々が表彰されました。
◎全国社会福祉協議会会長表彰 
・社会福祉法人・福祉施設　　　  
　冨板 弘子
・永年勤続　 　　　
　青木 真砂枝 / 川崎 絹江 / 川口 佳世 / 岡庭 享子 / 木村 美紀 / 森 好史　

◇令和4年12月22日(木)、第70回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々
が表彰されました。
◎愛知県社会福祉協議会会長表彰
・民生委員・児童委員
　成瀬 啓子 / 村橋 さかえ / 遠藤 幸子 / 
　植田 常幸 / 久木 義弘 / 木野 久美子 
・社会福祉施設・団体役職員
　春日井 ヒトミ / 堀田 智子 / 河村 保久 /
　米澤 香奈子 / 野杁 泉 / 團迫 武志
・その他、社会福祉事業の進展に寄与した者
　一宮手話サークル(昼の部)
◎愛知県共同募金会会長表彰
・個人
　橋本 亮 / 加納 邦夫 / 近藤 重幸

◇令和4年11月18日(金)、第19回一宮市社会福祉大会が行われ、次の方々が表彰されま
した。
◎一宮市社会福祉協議会会長表彰
・地域福祉貢献者（一宮市社会福祉協議会役職員）
　佐藤 勝洋 / 番 勝彦 / 森 重幸 /  𦚰田みさ子
・地域福祉貢献者（一宮市社会福祉協議会支会役員）
　足立 七王 / 石澤 節代 / 市岡 佳子 / 伊藤 千嘉子 / 岩田 義夫 / 岩野 昭子 / 魚住 左知代 /
　小川 明美 / 小河 澄子 / 尾関 勝子 / 筧 賢吾 / 加納 邦夫 / 鎌倉 邦男 / 釜野 茂治 / 
　神戸 健太郎 / 九里 修策 / 近藤 堅也 / 近藤 洋子 / 佐々 正一 / 佐藤 きよ子 /白木 圭子 /
　杉浦 豊子 / 杉田 房子 / 竹中 清治 / 田中 悦二 / 角田 廣志 / 中島 初美 / 野村 綠 / 
　則竹 安郎 / 伴野 雅俊 / 日野 國男 / 平松 愛子 / 平山 富朗 / 不破 鉦平 / 松永 光子 / 
　松本 竹志
・社会福祉施設・団体役職員
　大野 忠司 / 大野 喜美 / 佐治 美由起 / 柴田 尚子 / 杉本 千恵 / 中村 英樹 / 
　星川 裕香 / 松本 愛 / 三浦 千恵子 / 脇田 雅代 / 鷲津 直美 （敬称略・順不同）

第66回福祉善行児童･生徒表彰
　1月31日(火)に、第66回福祉善行児童・生徒表彰を行いました。
　地域の福祉活動やボランティア活動に積極的に参加し、明るい幸せな地
域社会づくりに寄与した児童・生徒62名を表彰しました。
　表彰を受けられたみなさん、おめでとうございます。
　なお、表彰された児童・生徒の氏名は、本会ウェブサイト
をご覧ください。 138sk

　一宮市社会福祉大会では、落語家の柳家花緑さんによる講演が
行われました。柳家花緑さんは、祖父である五代目柳家小さんに
入門後、22歳で戦後最年少の真打昇進、そして、平成29年に発達
障害であることを公表しました。
　今回の講演では、自身の障害との付き合い方、向き合い方につ
いてお話しいただき、「障害者から健常者になることを目指すの
ではなく、ありのままの自分で良い」という言葉が印象的でした。発達障害は自身の個性、ギフトで
あり、マイナスではない、ということを経験を交えて語ってくださり、多様性について深く考えさせ
られました。
　落語家らしく、講演に笑いどころもあり、分かりやすく親しみ深く聞くことができました。

一宮市社会福祉大会記念講演　内容紹介

発達障害は私にとってギフトでした‼
～発達障害落語家誕生～

講師　柳家花緑さん

社会福祉協議会会員募集のお願い
 一宮市の福祉を支える社協会員に

　社協の活動財源は、市からの補助金・受託金のほか、社協会費や赤い羽根共同募金配分金、善意
のご寄付など、みなさまからのご支援・ご協力に支えられています。
　いただいた会費は、各連区に設置している地区社会福祉協議会(支会)に還元され、各連区の実情
に合わせた地域福祉推進のために活用されます。
　「誰もが安心して暮らせる、人にやさしい福祉のまちづくり」を目指して、今後もさまざまな事
業に取り組み、みなさまとともに一宮市の地域福祉を推進してまいりますので、温かいご協力をお
願いいたします。

会員の種類と年会費 会員募集の流れ
①会員募集のご依頼

一宮市社協 地域のみなさま

個人又は町内会

社会福祉協議会支会
（連区ごとに設置）

町内会

　地元の町会長さん、役員さんが訪問さ
れましたら、ご協力いただきますよう、よ
ろしくお願いします。

③会費は、個人が直接納入さ
れる場合と、町内会でまとめて
納入される場合があります。

④
助
成

⑤
福
祉
事
業
の
実
施

一般会員　  500円

法人会員　1,000円
団体会員　  500円×世帯数

（個人又は世帯）

（町内会・自治会等）

②地域のみなさまへご案内

32023（令和5）年 2月　いちのみやの社会福祉2 2023（令和5）年 2月　いちのみやの社会福祉



　「国民たすけあい共同募金運動」の健全な推進を図るため、市内の小・中学校に在学する児童・生徒を対象に
ポスター・書道の作品を募集しました。集まった作品は名古屋芸術大学にて審査していただき、下記のとおり入
賞者を選出しました。

葉栗小 1年        竹内　雄太
浅野小 2年     　伊藤　七海
浅井南小 2年     石川　柚花
浅野小 3年        加藤　裕太 
黒田小 3年     　加藤　慧真 
三条小 6年        田口　美衣沙
南部中 1年        宮原　由安

　・・・愛知県共同募金会銀賞

北方小  2年
田中　瑠偉

第74回赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール 入賞者紹介

銀 

賞
銀 

賞

銅 

賞
銅 

賞

ポスターの部

書 道 の 部

特　賞特　賞 金　賞金　賞

三条小  1年
足立　凛

北方中　2年
田中　美羽

向山小3年 松原 新/大和南小3年 配藤 佑真/丹陽小5年 佐橋 飛俊/北方小 5年 田中 心乃/
萩原小5年 水島 葉那/向山小6年 松原 朱音/南部中1年 宮川 莉歩/尾西第三中1年 稲垣 沙羅/
尾西第三中1年 大橋 歩華/今伊勢中3年 野田 琴葉

黒田小1年 石山 葵一/黒田小1年 加藤 璃乃/木曽川西小1年 秋栃 匠/奥小2年 伊藤 琳/大和東小3年 木全 敦哉/
北方小4年 平光 芹那/北方小4年 矢箆原 礼愛/木曽川西小4年 黒田 翼/北方小5年 矢箆原 愛華/
今伊勢西小5年 柴田 梨花/宮西小6年 水野 遙香/今伊勢小6年 鈴木 唯花/木曽川東小6年 高間 柑凪/
尾西第三中1年 宇佐見 紗奈/今伊勢中2年 市川 愛芽/今伊勢中2年 林 愛織衣/大和南中2年 柴山 翔祇/
南部中3年 淺野 愛佳/今伊勢中3年 柳田 莉奈/大成中3年 吉永 隼
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大徳小  3年
藤本　煌大

奥小  6年
横山　眞子
愛知県知事賞

葉栗中  3年
戸松　徹平

奥小3年 横山 莉子/奥小4年 則武 希侑/奥小5年 新谷 瑠基/千秋南小5年 岸 優花/瀬部小6年 岩田 連虎/
奥小6年 中村 紗子/富士小6年 広田 花子/葉栗中1年 河西 未釉/葉栗中2年 戸松 鷲二朗/
浅井中3年 森 春稀

葉栗小3年 戸松 真千/丹陽西小3年 菊田 侑希/浅井南小3年 林 湊真/大和東小3年 早川 凪/大和西小3年 鵜飼 柚希/
葉栗北小3年 小椋 竣太/瀬部小4年 木野 心結/今伊勢小4年 柳田 夏歩/今伊勢小5年 大城 結菜/浅井南小6年 尾関 凛/
起小6年 石垣 青海/北部中2年 杉本 恵梨/南部中2年 成木 陽香/南部中3年 広田 桃子/
西成中3年 石原 佳歩/西成中3年 木野 雅隆/浅井中3年 伊藤 萌優/浅井中3年 野垣 凛子/北方中3年 洞口 実聖/
尾西第一中3年 佐藤 実来唯

奥小 3年   　　溝口　結望
千秋小 3年   　森　　保登  
奥小 4年   　　渡辺　真衣
奥小 6年   　　片岡　瑠来
葉栗中 1年   　石井　優太
中部中 2年   　長尾　有紗
葉栗中 3年  　 大塚　倫子

　・・・愛知県共同募金会金賞
　・・・愛知県共同募金会銀賞

一宮市共同募金委員会

応募1,442点

応募210点

（敬称略・順不同）

愛知県共同募金会金賞

令和4年度　赤い羽根共同募金　中間報告

一宮市共同募金委員会
募金総額37,760,190円

（令和4年12月末現在）

　「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」を全国共通の助成テーマ
に、令和4年度の『赤い羽根共同募金運動』を実施しています。一宮市においても子どもから
お年寄りまで、市民一人ひとりの温かい真心や市内事業所のご協力により、令和4年12月末
現在で目標額の89.1%まで達成することができました。
　募金運動に際して、協力していただきました町会長、民生児童委員、また事業所、児童・
生徒会の方々をはじめ、快く募金をしていただいた多くの市民の皆様や関係各位に対し、心
より感謝申し上げます。
　今年度の募金期間は3月31日までとなっております。
　目標額まであと一歩。引き続きご協力をお願いします。

【今年度の協力店】（敬称略・順不同）
◇愛知県美容業生活衛生同業者組合一宮支部加盟店168店舗　◇あさひ薬局　◇おうぎ歯科
◇おだいじに薬局尾西店  ◇キッチンスパイス　◇くすのき薬局朝日　◇くすのき薬局開明
◇くずや歯科　◇こたつ薬局　◇さくららん薬局　◇スマイル薬局あさの店　◇丹菊接骨院
◇トーカイ薬局尾西店　◇はなみずき歯科　◇原薬局　◇ハロー薬局尾西店　◇真野紙文具店
◇みた薬局　◇虫鹿歯科医院　◇ローソン一宮小信中島南店ほかオーナー経営店3店舗

　赤い羽根共同募金では、毎年、お店のレジ近くや受付窓口に募金箱を
設置していただく企業や店舗、通称『協力店』を募集しています。
　今年度は、新たに「一宮市薬剤師会」に加盟している薬局に募金箱を設
置いただけることになりました。お店を利用し、お会計を済ませる際に、
ほんの少しのお気持ちで構いませんので、ご協力いただけると幸いで
す。よろしくお願いします！

赤い羽根協力店ますます拡大中！

で寄付できるようになりました !!

①auPAYアプリの「コード支払い」をタップします。
②「コード読取」をタップして、共同募金のコードを読み取ります。
　左記コードは一宮市共同募金委員会のコードを表示しています。
③一宮市共同募金委員会の入力画面にジャンプします。
④「お支払金額入力」画面で、寄付する金額を入力します。
⑤「支払い確定画面」で寄付金額を確認のうえ、「スワイプしてお支
　払いする」の「>」をスワイプすると支払い(寄付)完了です。
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　「国民たすけあい共同募金運動」の健全な推進を図るため、市内の小・中学校に在学する児童・生徒を対象に
ポスター・書道の作品を募集しました。集まった作品は名古屋芸術大学にて審査していただき、下記のとおり入
賞者を選出しました。

葉栗小 1年        竹内　雄太
浅野小 2年     　伊藤　七海
浅井南小 2年     石川　柚花
浅野小 3年        加藤　裕太 
黒田小 3年     　加藤　慧真 
三条小 6年        田口　美衣沙
南部中 1年        宮原　由安

　・・・愛知県共同募金会銀賞

北方小  2年
田中　瑠偉
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　一宮市には地域の支えあい「お宝」がたくさんあります。
　例えば、普段身近に感じているちょっとした近所での集まり、地域での見守り活
動、地域の行事などです。どれも自然な支えあいの中で育まれた「お宝」です！
　この講演会から、皆さんの周りの「お宝」について一緒に考えてみませんか？

　社会福祉法人全国社会福祉協議会、社会福祉法人栃木県社会福祉協議会、
社会福祉法人東北福祉会「せんだんの杜」副杜長（特別養護老人ホームなど
の施設長を併任）を経て、2005（平成17）年7月から現職。
　近年は日常の暮らしのなかにある住民同士の支えあいを「地域のお宝」と
し、制度やサービスを上手に活用しつつお宝を生かす地域づくりを推進。
　コロナ下で「つながりを切らない情報交流ネットワーク」共同代表、及び
「未来の豊かな“つながり”のための全国アクション」共同事務局として、
つながり続けることの大切さを発信している。

生活支援体制整備事業講演会
～お宝探しから始まる地域づくり～

2月23日（祝・木）
午後1時～3時30分（開場：午後0時30分～）日時

尾張一宮駅前ビル7階　
シビックホール

参加費無料
定員100名

（事前申込制）
場所

第1部　基調講演

第2部　地域のお宝について

講師：池田 昌弘 氏
(特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長)

地域の支えあい活動について
　支えあい活動を実践されている方に、日頃の取り組みを報告していただきます。

主催：社会福祉法人　一宮市社会福祉協議会
問合せ・申込み先：本部 ℡85-7024　（生活支援体制整備事業は、一宮市委託事業です）

【参加申し込みについて】
対  　象：市内在住・在勤の方、本事業に興味のある方
申 込 み：電話もしくは
            右記二次元コードより申し込みください。

支えあい通信支えあい通信
　近年、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加しています。一人ひとりが住み慣れた地域で
安心して暮らしていくためには地域住民を中心とする様々な支えあい活動「お宝」が必要不可欠です。
　一方で私たちの身近な所にも様々な「お宝」がたくさんあります。地域の「お宝」を一緒に考えてみ
ませんか？

通いの場
地域住民(町内会、民生児童委員、老人クラブ、ボランティアなど)が協
力しながら公民館等を活用し通いの場を実施。ふれあい・いきいきサロ
ンは把握しているだけで100か所以上。

地域の
「お宝」紹介

見守りネットワーク推進会議
自身の住んでいる地区の見守りが必要な方をどのように支援していく
のか、各々の立場から意見をいただいたり、情報交換をする場です。

ちょこボラサービス
高齢者のちょっとした困
りごとを住民ボランティ
アがお手伝い。

緑化活動
元々あった地域の活動に学生ボラン
ティアがコラボして公園の花壇の手
入れを実施。

資源回収支援
集積所まで運ぶことが困
難な人を地域の有志でお
手伝い。

他にも地域の支え
あい「お宝」はたく
さんあります！
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主催：社会福祉法人　一宮市社会福祉協議会
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あい「お宝」はたく
さんあります！
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①伊勢型紙同好会(伊勢型紙切り絵)
②一宮市点訳サークル「ききょう」(点訳)
③エッサ・ほいさっさ(施設等でのレクリエーション)
④一宮市朗読グループききょう(朗読、音訳)
⑤市民活動団体Prop(パソコン、工作)
⑥昭和くらぶ(回想法により楽しくおしゃべり)
⑦おもちゃ図書館「おもちゃの城」(おもちゃ図書館運営)
⑧一宮防災ボランティアネットワーク(地域防災)
⑨腹話術サークル「日々笑進」(腹話術)
⑩カンパニュラ(施設等でのハンドベル演奏)
⑪特定非営利活動法人一宮まごころ(ふれあい・いきいきサロン)

⑫森の合唱隊(脳トレゲームの作成、子ども向けリサイクル工作)
⑬一宮市聴覚障害者災害対策連絡協議会(聴覚障害者の防災を考える)
⑭一宮市地域精神障がい者家族会「びわの会」(精神障害啓発)
⑮ありんこ(ITを通じた障害者の情報支援)
⑯たなばたハートクラブ(イベントを通じて難病・障害啓発)
⑰傾聴ボランティア「みみの木」(傾聴)
⑱おもちゃ図書館「なかよし」(おもちゃ図書館運営)
⑲NPO法人一宮ボランティアグループリーダーの会(高齢者の外出、生活支援)
⑳一宮市赤十字奉仕団(炊き出し、健康支援講習)
㉑ののはな太鼓(和太鼓演奏を通じての交流)

「ボラまっち一宮」開催 !
「自分のまちをきれいにしたい」
「災害で困っている人を助けたい！」
「気の合う仲間となにかできれば…」
「好きなドラマで手話やってる！ちょっと
体験してみたいかも」
　ボランティアに参加する理由は人の数だけ
あります。ボランティアに参加すると、その先
にはボランティアを必要とする人、つまり「あな
たを必要とする人」がいます。
　ボランティアに参加するといろいろな方からの「ありがとう」を聞くことが
できます。笑顔を見ることができます。ボランティア活動に魅力を感じません
か？
　ボランティアに興味がある方もない方も、このイベントに参加して新しい出
会いを見つけましょう！ぜひお立ち寄りください。
　ボランティアを「したい人」だけでなく、ボランティアを「してほしい人」
の来場もお待ちしております。

参加無料

出展団体一覧 (順不同 ) ※()内は主な活動内容です。
※都合により出展団体が変わる可能性がございます。

～ステキな仲間とステキな出会い～

ボランティアマッチングイベント

日　時
会　場
内　容

その他
問合せ

3月26日(日)午前10時～午後3時30分
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)3階シビックテラス
市内で活動するボランティア団体によるブース出展
ボランティアなんでも相談
無料駐車場はございません。公共交通機関でおこしください。
本部　℡85-7024

武田　美穂/作・絵　ポプラ社
　ますだくんは５歳で、ランドセルを背負って小学校に通う日を楽しみにして
います。そして中学生になったおねえちゃんから、「赤色」のランドセルをもらい
ます。
　入学式の日、「おとこのこ」で「赤色」のランドセルを背負うますだくんは、「おん
なのこ」で「青色」のランドセルを背負うみほちゃんと出会い…
　『男の子らしさ』や『女の子らしさ』への固定観念への疑問を投げかける、そん
な一冊です。

ボランティア紹介リレー
りぶらぼ あそびの

まほう

第28回
今回は、『りぶらぼ 一宮市の図書館イベントボランティア』
からの紹介で、『あそびのまほう』をご紹介します。

「あそびのまほう」とは？
　『遊ぶことの楽しさ・大切さを広めたい』『子ども一人でも遊べ
る場所を作りたい』『良いおもちゃを知って欲しい』という思いか
ら活動を始めた団体です。“遊ぶこと”は子どもにとって心の栄養
で、なくてはならないもの。活動を通して、子どもたちに楽しい経
験を届けるとともに、子どもの遊び環境がより良くなっていく一助
となればと思っています。

主な活動や目的は？
　年4回尾張一宮駅前ビル(i-ビル)で、誰でも無料で参加できる『お
もちゃの広場』を開催しています。まちのイベントにも出展し、手
作りおもちゃの工作などで子どもが楽しめる活動を行っています。
　また、学校の長期休み期間には子どもの遊び場所・居場所づくり
の活動として『宮西子ども広場』を開催しています。

活動のやりがいは？
　遊びに夢中になっている子どもたちは、真剣になったり驚いたり
喜んだりと見せてくれる表情はとっても豊かで、みな輝いています。
そんな子どもたちからいつも元気をもらっています。また、子ども
だけでなく、子どもと一緒になって楽しそうに遊んでいる大人の方
を見かけると、遊ぶ楽しさを感じてもらえていることに喜びを感じ
ます。

市民の皆様へひとこと
　“あそび”“おもちゃ”と言われると、小さい子どもだけのもの
と思われがちですが、近年では高齢者のアクティビティにおもちゃ
が使われるなど、子どもから大人まで楽しめるものもたくさんあり
ます。子どもから大人までどなたでも、興味のある方は“おもちゃ
の広場”などのイベントに気軽にご参加ください。ボランティアも
募集しております。ご興味のある方はお問い合せください。
　活動の詳細はSNSからご覧いただけます。

図書館で借りる
ことができます。

ますだくんのランドセルおすすめ福祉の本
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傾聴の技術について学び、施設や個人宅での
傾聴ボランティア活動に参加してみませんか。傾聴ボランティア養成講座（全３回）傾聴ボランティア養成講座（全３回）

社会福祉協議会　大和事務所　会議室(大和町宮地花池字中道9-16)会　　場
市内在住または在勤で傾聴ボランティアに関心がある方

2月24日(金)、3月2日(木)、3月10日(金)　午後1時～午後4時日　　時

対　　象
30名(抽選)定　　員
無料受 講 料
期間：2月10日(金)まで　
下記URLまたは右記二次元コードから
申込みフォームでご応募ください。
https://forms.gle/LZ74CU1HgjFxbovK7

申 込 み

講座受講者募集！

視覚障害者の日常生活支援であるガイ
ドヘルプについて学んでみませんか？視覚障害者ガイドヘルプ講習会視覚障害者ガイドヘルプ講習会

社会福祉協議会　本部(栄3丁目1番2号　尾張一宮駅前ビル4階)会　　場

市内在住または在勤で視覚障害者福祉に関心があり、受講後は学校や地域における福祉
体験学習の際にボランティア活動可能な方

3月3日(金)　午前10時～午後3時日　　時

対　　象

20名(抽選)定　　員
無料(ただし、昼食代730円が必要です)受 講 料
期間：2月17日(金)まで　
下記URLまたは右記二次元コードから申込みフォームでご応募ください。
https://forms.gle/ejSoGVeRNwA838vz9

申 込 み

　お寄せいただきました義援金は、中央共同募金会や、被災都道府県共同募金会を通して、全額被災
されたみなさまへ届けられます。

令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金
令和4年8月３日からの大雨災害義援金
令和4年台風15号災害静岡県義援金

災害義援金へのご協力ありがとうございました

善意のご寄付ありがとうございました
令和4年8月1日～11月30日現在 合計543,958円

(敬称略・順不同)
井本剛司　/　エス・ビー建材(株)　/　壱番屋　/　のんきやお客様一同　/　(株)一宮看板店　/　
（株）山田ドビー　/　他匿名7件

ワンポイントQ＆A

薬のリスクと正しい使い方について
質問：薬のリスクと正しい使い方について教えてください。
答　： 病気やけがの治療などで大切な役割を果たす「薬」。

しかし、程度に差はありますが、効き目だけではなく、副作用というリスクも
併せ持っています。重い副作用が生じた場合には、死に至ることもあります。
薬を安心して使うためには、薬に関するリスク、正しい使い方や保管方法を知る
ことが大切です。薬の服用歴が分かる「お薬手帳」や身近に相談できる「かかりつけ
薬剤師」を持つことも有効です。

　薬を使用する際には、次の点に注意しましょう。
１　使用する前に必ず説明文を読み、用法・用量を正しく守ること
２　薬を飲むタイミング（食前・食後・食間）を守ること
３　もし薬を飲み忘れたら、気づいた時すぐに飲みましょう。次の服薬時間が迫っている場
　  合は、１回分抜いてください。決して２回分を一度に飲んではいけません。
４　薬を飲むときの水の量は、コップ一杯が目安です。少量の場合のどや食道に薬がはり
　  ついて、炎症や潰瘍をおこすことがあります。（水分制限等医師の指示がある場合を除
　  く。）

〇 薬の正しい使い方について

　薬は、病気やけがを治療するなどの効果・効能がある一方で、副作用というリスクを併
せ持っています。副作用とは、本来の目的と別の作用のことで「眠気」や「のどの渇き」と
いった軽いものから、「肝機能障害」やアレルギー反応の一種で「アナフィラキシー」などの重
い症状まで様々です。

〇 薬のリスクについて

※上記の内容はあくまでも一般的なもので、薬の種類や服用する人によっては、当てはまらないことも
ありますので、ご注意ください。なお、ご自身の薬についてわからなくなったり心配になった時には、
その都度医師や薬剤師に確認してください。

柔道
　視覚障害のある選手が参加する柔道競技では、視力によるクラス分け(全盲と
弱視)と、体重別の階級分けの両方が適用されます。「一本」や「技あり」など
のルールや、使われる試合場は一般の柔道とほぼ変わりません。大きな特徴は、
試合中の選手の体勢です。常に組み合い、相手の道着を持つ位置が公平になる
よう、審判が確認します。試合中に身体や手が離れた時は、試合開始時の状態
に戻され、もう一度組み合います。勝敗の判定だけでなく、時間(終了1分前)の合図、選手が場外に
出ないための声かけといった情報伝達の面でも、審判の役割は重要です。また、指示役としてコー
チの参加が認められており、試合場へ選手を誘導します。
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大成中学・高等学校学校の福祉活動紹介
　学校法人愛知真和学園大成中学・高等学校では『インターアクトクラブ』というボランティアをし
ている部活動があります。今回はインターアクトクラブの取り組みを紹介します。

　取材を通して、学校法人愛知真和学園大成中学・高等学校インターアクトクラブでは様々なボ
ランティア活動を行っていることが分かりました。また、定例会を開いて活動内容の報告や活動
の反省・次回活動に向けての作戦会議などが行われており、より良い実践に向けて努力されてい
ます。インターアクトクラブ活動の応援をよろしくお願いします。

　本会では、市内の小中学校にて「福祉実践教室」を開催し、車いす、視覚障害者ガイドヘルプ、手話、
点字、高齢者疑似体験、要約筆記、認知症理解、発達障害理解の8つの体験科目から学校ごとに選択いただ
き実施しています。参加する児童・生徒からは、障害がある方と実際に関わったことがないという声を多
く聞きますが、地域には障害がある方や高齢の方が多く暮らしています。福祉実践教室では障害者や高齢
者に対する理解を深め、住民一人ひとりが支え合い、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指していま
す。
　今回は福祉実践教室の講師をはじめ、様々な福祉事業に協力していただいている野口真裕美さんにイン
タビューをしてきました。

Q福祉実践教室の講師になったきっかけは？
　社会福祉協議会の職員から実践教室の講師を
やってみないかという連絡があったのがきっかけ
です。最初は不安もありましたが、今は多くの人
とつながりを持つことができて、うれしく思いま
す。

Q福祉実践教室を通して伝えたいことは？
　障害があってもなくても同じ人間です。助け
合って生きる社会を目指そうという思いを伝えた
いです。

Q福祉実践教室で何を教えてますか？　
　視覚障害者には様々な見え方の人がいることを
伝えています。また、見えない人の役とガイドの
役に分かれてコースを歩いて体験してもらいま
す。

Q福祉実践教室のやりがいは？
　福祉実践教室を終えた後で、受講した子どもた
ちが駅で「何かお手伝い出来ることはあります
か」と声をかけてくれたときです。福祉実践教室
だけで終わらせるのではなく、実際に行動に移し
てくれたことにやりがいを感じました。

　福祉実践教室での学びを普段の生
活に活かしている子どもたちの話が
印象に残りました。野口さんは講義
にゲームを取り入れるなど、子ども
たちが楽しく学べる工夫をしていま
す。こうした講師の皆さんの想いや
工夫が、子どもたちの背中を押す良
いきっかけにつながっていって欲し
いと思います。

野口さんおすすめの絵本
「朝子さんの一日」 
視覚障害がある朝子さんの1日
の生活を分かりやすく絵と文字
で教えてくれる絵本  
永原 達也【文】/
大中 美智子【絵】/
一般財団法人日本
児童教育振興財団【刊】

新入職員企画
福祉実践教室の講師にインタビューしました

募集対象者

問合せ

①【車いす講師】車いすで生活をしており、車いすの取り扱いについて説明ができる方
　【点字・視覚障害ガイドヘルプ講師】視覚に障害があり、点字の読み書きや白杖の使い
　方等が説明できる方（全盲・弱視は問いません）
②福祉教育に関心のある方
③各学校までご自身で来ることが可能な方（タクシー、自家用車可）
上記①～③の条件を満たした方が対象。応募後、面談を行います。募集人数：若干名　

詳細については、本部(地域福祉グループ)までお問い合わせください。℡85-7024

～福祉実践教室の講師募集中～
子どもたちに自分の体験談や、障害者の方への介助の方法などのお話をしていただきます。

エコキャップ回収活動

赤い羽根共同募金

靴下端切れを利用しての
たわし作り

子ども食堂×大成中学・高等学校

　毎年、大成中学・高等学校のインターアクトクラブや有志の生徒たち
が尾張一宮駅にて赤い羽根共同募金活動を実施しています。

　インターアクトクラブでは『食育びほく子ども食堂』（扶桑町）でご飯を作ったり、自分た
ちで考えた出し物をして、一緒に遊ぶという活動をしています。
　子ども食堂の活動のきっかけについても、生徒が子どもたちのために何かできることはない
かとの思いから、実際のボランティア活動に繋がっており、主体性を持って活動しています。

　海洋プラスチックゴミの削減、CO2排出
削減、プラスチックリサイクルなどを目的
に、ペットボトルのキャップを回収してい
ます。校内にエコキャップ回収箱を設置し
たり、校内放送で呼びかけたりして、回収
を促しています。なお、回収したキャップ
はエコキャップ推進委員会に送られ、リサ
イクル製品として生まれ変わります。
　また、令和3年7月からはアイシティeco
プロジェクト（使い捨てコンタクトレンズ
の空ケースのリサイクル）に参加し、使い
捨てコンタクトレンズ空ケースの回収も始
めています。

　SDGｓについての関心を高めるため、廃
材を活用して「SDGｓたわしづくり」を
行っています。例えば、学校説明会に参加
してくださった小学生親子の皆さんに体験
学習として「靴下のはぎれを使って、たわ
しをつくってみよう」という活動です。参
加した子どもたちから「SDGｓって、『持
続可能な開発目標』でしょ。学校でやった
よ。」や「これってエコだね。」といった
言葉が聞かれ、今後も廃材を利用した活動
を考えています。

　他にも近隣地域の清掃活動やプラゴミ回収など、多種多様なボランティア活動を実践しています！

インタビューを終えて… 視覚障害者
ガイドヘルプの授業

※1993年発売のため、入手困難な場合があります。
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　NPO法人タランガフレンドシップグループ(TFG)は、2007年度と2008年度に低開発村の住民の
ための基礎農業や農業経営等の研修を行いました。
　プロジェクトを始めるに当たって、近くの仏教寺院で事業の成功のために、捧げ物をし、関係者十
数人でお祈りをしました。計画を立てるのに半年、JICAの審査が半年、その後2年かけて事業が実施
されました。都合3年に及ぶプロジェクトでした。
　スリランカ国内の活動では、マーネル・クマーリさん(写真右端から二人目の女性)が心強い協力者
でした。TFGスリランカ事務所の代表であり、私の通訳でした。彼女は岐阜大学博士課程中退の日
本語が堪能な人です。もう一人は、ジャヤシンハさん(写真左端後方の男性)です。北西州政府の農業
省の職員であり、地元をよく知る重要な協力者でした。二
人には特に感謝しています。
　事業を進める上で、JICAスリランカ事務所や北西州政
府のサポートがありました。当然、北西州に住む住民の手
助けもありました。現地調査のため、いろいろな地元民に
お会いし、意見を聞きました。食事に呼ばれたこともあり
ます。研修生の結婚式にも参加しました。事業の最後には、
北西州知事よりクマーリ先生とともに感謝状も頂きました。
　今となっては、多くのスリランカの方々との交流こそが、
私にとっての最大の財産です。そして、プロジェクト関係
者の多くの方々に心より感謝いたします。ありがとうござ
いました。(日置)

JICA・TFGプロジェクトの事例-その4(最後に)

　世界中に影響を与えた新型コロナも3年が経過し、本当に少しずつではありますが、日常生活も戻
り始めていることを感じる機会も増え、喜びと期待をしています。
　今回、新型コロナの感染対策を十分に行うという条件のもと、尾西地区の福祉団体のグループが鍛
錬旅行を３年ぶりに企画、開催されましたので取材させていただき
ました。
　今回は長野県へリンゴ狩りに出掛けるということでした。出発の
時刻に取材とともに、お見送りをさせていただきましたが、参加の
皆様も長い自粛生活であった為にこの旅行を非常に楽しみにしてお
られる方がたくさんみえて、何よりも皆さんの笑顔がとてもよく、
印象に残りました。
　久しぶりの楽しい思い出の1ページの追加になれば良いなと思い
ました。
　いよいよ、少しずつ少しずつではありますが、日常が戻りつつあ
ります。
　来年度こそ、この取材ページにコロナに関係なく、皆さんがいろ
いろな場所で活動されている内容を、載せられるよう期待していま
す。(岩下)

少しずつ戻りつつある日常を探して

スリランカで国際協力活動

スリランカ北西州の畜産農家を訪ねて
畜産研修会場の事前調査2007年12月撮影

広報ボランティアのページ広報ボランティアのページ
●担当ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

第 18回「狭い道での心がけ」
　車いすに乗っていると、段差ほどではありませんが、狭い
場所の通行にもかなり苦労します。たとえば、図書館やコンビニでは特に道幅を意識します。通路の
両側に並ぶ本や商品に、車いすをこぐ腕やタイヤなどが当たりかねないからです。前方だけを気にす
るのではなく、自分の足や荷物が触れることのないよう、慎重に通ります。
　また、元の場所への戻り方も、ある程度考えておかなければなりません。その場で方向転換ができ
るスペースがあればよいのですが、人通りや物の配置はその都度異なるため、注意が必要です。以前
買い物中に後ろ向きで通路を引き返そうとした際、入ったときよりも混んでいて、動けなくなったこ
とがありました。
　車いすの操作に慣れていても油断せず、周りの状況をみて動くのが大切だと、あらためて実感しま
した。（小鹿）

車いす使用の職員発
信

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

生活福祉資金貸付制度のご案内

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き

★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡85-7024）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

　支援を受けることにより自立した生活ができると認められる低所得世帯、障害者、高齢者の属
する世帯を対象に、資金貸付の相談を行っています。本貸付制度は資金種類ごとに要件・条件が
あります。詳細については、本部 (℡85-7024) へお問い合わせください。
※貸付には審査があります。希望するすべての方にお貸しできるものではありません。
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対 象 者 ：身体に障害のある方、けがをされた方など
　　　　　一時的に利用が必要な方にお貸しします。
利 用 料 ：無料
貸出場所：本部・尾西支部・木曽川支部・大和事務所

　尾西支部・木曽川支部・大和事務所の会議室やボランティア室の貸し出しを行っています。

　高齢者疑似体験セットなど
の福祉用具や、レクリエーシ
ョン用具、マイクセットなど
の貸し出しを行っています。

★ 車いすの貸し出し

★ 会議室の利用

★ 用具の貸し出し

あなたの力を
貸してください !!

登録すると、ボランティアに関する情報発信のほか以下の特典もあります

貸出
用具の
一部

非接触型温度計 サーキュレーター マンカラ

● ちょこボラ協力会員
　自分のできる範囲で、困って
いる高齢者に、“ちょこっと”した
お手伝いをしてみませんか？
　企業・法人会員も募集中

● 一芸ボランティア
　施設やサロンなどで、歌や踊
り、手品などの披露や、小物作
りの指導などを行っていただけ
る方を募集中

● おもちゃ図書館運営ボランティア
　市内に2か所(浅井町、丹陽町)
あるおもちゃ図書館で、受付や
おもちゃの作成などをしていた
だける方を募集中

【問合せ】本部 ℡85-7024　

本紙は目の不自由な方のために音声版・点字版広報も発行しております｡ご希望の方は本部まで

ウェブサイト　http://www.138sk.org

新入職員企画では、□□□□教室の講師
にインタビューしました。□に入る言葉
をお答えください。ヒント13ページ
ご応募いただいた方の中から抽選で5名の方に図書
カード(1,000円分)をプレゼントします！
①クイズの答え　②本紙に対するご意見・ご感想
③住所　④氏名　⑤年齢　
を明記のうえ、ハガキにてご応募ください。
【令和5年2月28日(火)必着】
〒491-0858一宮市栄3丁目1番2号　尾張一宮駅前
ビル4階(一宮市社会福祉協議会内)「いちのみやの
社会福祉」編集係あて
10月号クイズ当選者発表(応募総数89通) 伊藤様(丹
陽町) 藤井様(浅井町) 榊原様(大和町) 田島様(今伊勢
町) 前田様(浅井町)おめでとうございます。
クイズの答え：42,400,000円

図書カード
￥1,000

2023
月号

No.54

福祉のまちづくり
（ 6月・10月・2月発行 ）一宮市社会福祉協議会

2

●社会福祉大会（全国・愛知県・一宮市）
●赤い羽根作品コンクール
●生活支援体制整備事業講演会

●ボランティアマッチングイベント
●ボランティア紹介リレー
●新入職員企画

　コロナ禍で思うように活動できていないボランティアの方も多く、withコロナのボ
ランティア活動について、熱く意見を交わしていただきました。交流会当日の様子は社
協ブログ(右の二次元コード➡)をご覧ください。
　一宮市のボランティア活動が再び盛り上がるよう社協も一緒にがんばっていきます！

　3月26日(日)に市民の方とボランティア団体との出会いの場としてマッチングイベン
ト「ボラまっち一宮」を行います。ぜひお立ち寄りください。⇒詳細は8ページ。

ボランティア活動を盛り上げましょう！

広告

広告

訪問介護員募集！
（ホームヘルパーの資格を活かしませんか）

☆各種手当・処遇改善一時金・研修制度・有給休暇制度などあり☆

まずはお気軽にお電話ください。
☎８５-９９６３

勤務時間、休日は応相談 / 初心者も大歓迎 / 正職員への登用制度あり
資　格　　初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）以上、または介護福祉士
時　給　　身体介護／１，５００円～　　生活援助／１，１００円～

社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 いちのみや指定訪問介護事業所
一宮市東五城字備前１２番地 (一宮市尾西庁舎４階 )

介護支援専門員募集 ！
（ケアマネジャーの資格を活かしませんか）

☆　社会保険・労災・共済加入・退職金制度・研修制度あり　☆

まずはお気軽にお電話ください。
☎８５-９９６２

応募条件　学歴：高校卒業以上 / 資格：介護支援専門員
週休２日・勤務時間：８：３０～１７：１５・勤務地：一宮市内・月給：１７６，２００円
（基本給※変更となる場合があります。）その他詳細はお尋ねください。

社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 いちのみや居宅介護支援事業所
一宮市東五城字備前１２番地 (一宮市尾西庁舎４階 )


