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第43期シニアカレッジ卒業式
社協戸別会費募集・日赤協力会費募集
平成31年度事業計画・予算
第44期シニアカレッジ受講生募集・衣料回収
平成30年度赤い羽根共同募金運動実績報告
地域の宝物・災害ボランティア・東員子育て支援ほっと
勤労体験学習・日常生活自立支援事業・車両貸出事業
お知らせコーナー

シニアカレッジに参加した感想を教えてください

もくじ

　平成31年3月14日（木）、平成30年度（第43期）東員町シニアカレッジ卒業式が行われ、教養学部27名の方
が卒業されました。今年の卒業生の皆さんは、一つ一つの講座を熱心に受けていました。ここで学んだこと、感じ
たことを胸に、今後も地域で活動していただけると嬉しいです。
　今年の募集要項はP4・5にあります。興味がある方は是非一緒に学んでみませんか？

地域活動の大切さを
知ったので、もっと
参加しようと思った。

最初は不安もあった
が、回が進むにつれ
楽しんでいる自分が
いた。

シニアカレッジを
通して、新しい友
達ができた。

卒業生からのことば卒業生からのことば卒業生からのことば

嬉しい声が届いています。ありがとうございました。



　東員町社会福祉協議会は、東員町のお住まいの皆さまがいつまでも安心して暮らし続けることができる
よう、住民の皆さまのご協力とご参加を得て、福祉向上のための活動を進めています。その事業財源は、
町補助金などのほか、会員（町民）の皆さまからの貴重な会費・寄付金収入等により賄われています。地
域の福祉向上のための社協普通会費（500円目標額）にご協力くださいますようお願いいたします。

社会福祉協議会戸別会費にご協力お願いします

地域福祉活動を知ってもらい、地域福祉に関
する知識、意欲をより高めてもらうことを目
的に、講演会と活動発表、意見交換会を開催
します。

協力いただく会費の使い道

　5月は赤十字月間です。赤十字社は愛の献血をはじめ、難民救済等の国際活動から
国内の災害救護など、博愛の理念を持って活動しています。
　毎年、町民の皆様の温かいご協力をいただいているところですが、今年も一世帯
あたり「500円以上」の会費を目標とさせていただきますので一層のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

日本赤十字社会員の募集

平成31年度

東員町社会福祉協議会戸別会費の募集

福祉のつどい
お子さん、子育て世代の方、高齢の方、地域
に住んでいるすべての方がいつまでも自分の
地域で幸せに暮らし続けるにはどうしたら良
いか話し合う場です。

地域福祉座談会

おおむね60歳以上の方が地域福祉に関心を
もつきっかけとなるように、様々な講座を受
けます。

シニアカレッジ
相談に応じ、適切な助言や専門機関等の紹介
を行います。

心配ごと相談・無料弁護士相談
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予算 会費
寄付金
町補助金
共同募金配分金
受託金
貸付事業
事業収入
負担金
介護保険
障害福祉サービス等
受取利息
雑収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高
　　　　 合　計

3,600,000円
2,701,000円
35,544,000円
3,036,000円
25,405,000円
150,000円
302,000円
2,097,000円

155,970,000円
22,324,000円

41,000円
511,000円
7,669,000円
8,696,000円
91,865,000円
359,911,000円

人件費
事業費
事務費
貸付事業
助成金
負担金
固定資産取得支出
退職共済
予備費
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
　　　　 合　計

181,945,000円
11,891,000円
35,188,000円
150,000円
5,199,000円
292,000円
6,612,000円
9,104,000円
93,165,000円
7,669,000円
8,696,000円

359,911,000円

収　
　

 

入

支 　

出

平成31年度 事業計画・予算

法人運営分野
●理事会・評議員会の開催・監査の実施
●戸別会員・特別会員の募集
●職員研修・人権意識の向上
●日赤社資増強運動の実施
●安全衛生委員会の開催　　　　　　等
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地域福祉分野
●地域福祉座談会
●生活支援体制整備事業
●福祉のつどいの開催
●「ふくしのわ」ホームページによる地
域福祉の情報提供

●シニアカレッジの開催
●民生委員児童委員協議会との協働
●地域ボランティア制度の実施
●配食サービスの実施
●心配ごと相談・無料弁護士相談の開催
●子育て支援事業の実施
●災害ボランティアセンター事業
●共同募金委員会の活動支援
●福祉有償運送事業
●介護タクシー助成事業
●日常生活自立支援事業
●公的貸付事業・生活困窮者自立支援事業
●シニアクラブ等の団体支援
●車いす・スロープ無料貸出事業　　等

2

介護保険サービス・
障がい者福祉サービス部門
●訪問介護事業
●通所介護事業
●居宅介護支援事業
●障がい児者訪問介護事業
●日中一時支援事業
●障がい児者の相談支援事業とサービス
利用計画の作成
●通所型サービスB
●短期集中訪問型サービスC
●地域リハビリテーション活動支援事業
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事業内容 平成31年度重点項目

　現在、15地区の自治会さま
にご賛同いただいています。継
続して、地域の支えあい活動が
活発になるようお手伝いします。

　ふくしのわ、ホームページによ
り地域活動の様子や、福祉サービ
スの情報をお伝えします。ホーム
ページで、最新の情報が得られる
ようにほぼ毎日更新します。

　自治会長さん同士が情報交換する場を作ったり、積極的
に取材して発信するなど、これまで以上に積極的に自治会
活動を応援します。また、町内
の自然に支えあいが実践されて
いる集まりを取材し、支えあい
意識がさらに拡大するよう支援
します。

＊地域福祉座談会

＊地域支えあい推進事業（新規）

＊「ふくしのわ」、ホームページによる地域福祉の情報提供
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東員町シニアカレッジとは

募集要項
１．受講資格

町内に在住する60歳以上（4月1日現在）の町民
２．申し込み方法

●申し込みは、先着順となります。
●下記の申込書に必要事項を記入し提出してください。
●シニアクラブに加入されている方には、一般公募枠とは別に、特別申
込枠がありますので、詳しくは所属するクラブの会長さんにお問い合
わせください。
●第43期までの卒業生は受講できません。（※学部が異なる場合は可）

３．申込期間
4月22日（月）～5月24日（金）（※土・日・祝日は除く）

４．受付時間
午前8時15分～午後5時

５．定員
教養学部45名（うち一般公募は20名）

６．注意事項
●受講確定後にキャンセルした場合、平成31年度受講者として受講登録されるため、今後受講できません。
●開講後の円滑な運営のため、申込用紙に記入していただいた個人情報のうち、「氏名」「住所」「電話番号」
を明記した一覧表を講師及び受講生全員に配布いたしますので、同意のうえお申し込みください。
●持ち物は筆記用具です。昼食が必要な場合は各自でご準備ください。
●受講料は無料ですが、受講内容によって実費が必要な場合があります。（実費負担の詳細については、実
施するなかで随時ご案内いたします。）
●卒業要件として、全15回中（卒業式除く）、10回以上の出席が必要です。
●他事業との連携を図る観点から、特別講義を開催することがあります。
●要約筆記が必要な方はノートテイクにて対応いたします。必要な方は事前に申し出てください。

７．申込・問い合わせ先
東員町社会福祉協議会　総務福祉係
TEL：76－1560　FAX：76－1559　Eメール：fukushi@toinshakyo.or.jp

キ 　 リ 　 ト 　 リ 　 線キ 　 リ 　 ト 　 リ 　 線キ 　 リ 　 ト 　 リ 　 線

平成31年度シニアカレッジ申込用紙 （申込日）　　　　年　　月　　日

住　　所
東員町

氏　　名
（ふりがな）

生年月日 年　　　月　　　日

電話番号 －

受講生
募集

平成31年度（第44期）

東員町シニアカレッジ
（１）地域リーダーやボランティア活動をしていただくためのきっかけの場
（２）仲間づくり、生きがい、社会参加のために学び、交流する場

人気の「体育」講座
＊健康体操をしています。

修学旅行にも行きました。
「居場所づくり」についての研修の後、

可児市を観光しました。



5

平成31年度（第44期）東員町シニアカレッジ 実施予定
月　日 時　間 会　場

6月27日（木）

7月18日（木）

8月8日（木）

9月（※詳細は後日）

10月3日（木）

11月14日（木）

12月12日（木）

1月9日（木）

2月6日（木）

3月12日（木）

10：00～11：00

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

未定
8：00～18：00

10：00～11：30
13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：00

ふれあいセンター

ふれあいセンター

議会議場
町外

総合体育館

ふれあいセンター

保健福祉センター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

ふれあいセンター

入学式

９月定例議会見学

修学旅行
東員町の教育について学びます。
心身の健康と介護予防について学びます。

自己紹介、シニアカレッジの趣旨、参加方法、
修了認定、費用負担方法などを説明します。

障がいのある方との共生について学びます。
いきいきと健康に生活するための秘訣について
学びます。
東員町の高齢化の現状と取り組みについて学び
ます。
地域で始まった支えあいの実践発表から学びます。

判断能力が不十分な方の権利を守る制度、成年
後見について学びます。

卒業式

これまでを振り返り、学んだこと、感じたこと
を皆で共有します。

東員町の現状とこれからの展望について学びます。

議会の仕組みと、東員町議会の活動について学
びます。
ボランティア・市民活動について学びます。

科 目
式典

オリエン
テーション
政治

議会

交流

議会
社会

教育
体育

地域

医療

介護

地域

法律

振り返り

式典

内　　容

段ボール１箱につき、海外運送費として1,000円以上のカンパをお願いします
※衣料を海外に送る費用は、みかん箱大１箱1,500円かかります。

お問い合わせ先　（株）デンソー大安製作所 総務人事厚生課（ボランティア支援窓口：森）　TEL：87－1221

衣料は段ボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください

和服、ベビー用品、布団、靴、カバン、雑貨、小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラーなど）

毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー、セーター、
ブラウス、カーディガン、ジャンパー、コート、子供服
スーツ、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、ベビー服

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ

お願い

洗濯済み

※いずれも、シミや傷みの無い物でお願いいたします。　※青字の品は東北被災地支援として活用させていただきます。

※日程、内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

新　品

取り扱わないもの取り取り取り取り取り取り取取取 扱わ扱わ扱わわわわわわわわわわ扱わわわわないないないないないないないいないないないないものものものものものものものものものものものものものものものわわわわわわわわわわわわわわわななななななわわわわわわわわわわなななななななな取り扱わないもの

取り扱い対象

日時　5月18日（土）9：00～11：30（雨天決行）
場所　（株）デンソー大安製作所 健保体育館
　デンソー社員によるボランティアグループが中心となり「海外
支援衣料回収活動」を実施します。どうぞ、温かいご支援とご協
力をお願いいたします。

に

ご協力を！
衣料回収

今回より事前受取りは実施致しませんので、ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。お詫び
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東員町共同募金委員会ニュース

～たくさんのご協力、誠にありがとうございました～たくさんのご協力 誠にありがとうございました

平成30年度赤い羽根共同募金運動 実績報告

［筑紫］
・㈲サトー工業
・㈱トモヱ
［穴太］
・㈱巧建社
・北東自動車㈱
・伊藤土建㈱
・㈱アサヒダイテック
・㈲電化のベル
・NTN㈱ 精密樹脂製作所
・㈱OSK
・（医）康誠会 東員病院
［山田］
・三重重工業㈱
・㈱ADEKA
・㈱みつわポンプ製作所

●最終実績一覧
目 標 額
実 績 額
目標達成率

3,796,300円
3,840,033円
101.15%

戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
職 域 募 金
イベント募金
個 人 募 金
そ　の　他
合　計

2,951,426円
10,723円
506,000円
70,431円
145,142円
1,000円

155,311円
3,840,033円

5,905戸
14箇所
48社
35社
14件
1名
17件

6,034件

●法人募金にご協力いただいた皆様（敬称略、順不同）

●運動別実績一覧

・中村商店
・三重県東員町山田

農事組合法人
・大起産業㈱
［六把野新田］
・岩花内科 岩花正巳
・イヅモヤ 伊藤道治
［鳥取］
・南部武司事務所
・㈱サンジキモータース

スズキ販売いなべ
・㈱三エスゴム
［八幡新田］
・㈲鈴木商店
・㈲小川設備
［大木］

・三林精工㈱
・中日装業㈱
・豊通ヴィーテクス㈱
［南大社］
・一色建設㈱
［中上］
・㈲フロアコート
［笹尾東］
・東海システム

アンドサポート㈱
・㈱リードガイロビカ
・アース建設㈱
・月乃舎
・中京銀行㈱ 西桑名支店
・㈱結
［城山］

・㈲モリワキ
［町外］
・㈱ SEED 杉野誠一
・丸武商会
・㈲Nプラン設計
・中日本航空㈱
・㈱ if レンタサービス
・㈱カキトー
・教育産業㈱
・新生ビルテクノ㈱

名古屋支店
・ACT森設計 森辰治
・三愛物産㈱
・中京医療㈱
・㈱ミエデンシステム

ソリューション

［企業］
・第三銀行 七和支店
・三重銀行 東員支店
・㈱ADEKA三重工場
・扶桑工機㈱
・NTN㈱精密樹脂製作所
・（医）康誠会 東員病院
・大起産業㈱
・東員郵便局
・エバ工業㈱
・㈱トータルサポート三重

とういんデイサービス
・㈱結

●職域募金にご協力いただいた社員・職員の皆様（法人名等・敬称略、順不同）
・桑名信用金庫 員弁支店
・TOYO TIRE ㈱
・㈲ケアックス笹尾デイサービス

みんなの家
・NPO法人宅老所 紫苑
・㈲だいちナーシングホームもも
・㈲和楽
・豊通ヴィーテクス㈱
［官公庁］
・東員町シルバー人材センター
・東員町文化協会
・東員子育て支援センター
・東員保育園・神田幼稚園

・いなべ保育園・稲部幼稚園
・みなみ保育園・三和幼稚園
・笹尾第一保育園・笹尾西幼稚園
・笹尾第二保育園・笹尾東幼稚園
・しろやま保育園・城山幼稚園
・神田小学校
・稲部小学校
・三和小学校
・笹尾西小学校
・笹尾東小学校
・城山小学校
・東員第一中学校
・東員第二中学校

①ふれあい型配食サービス事業
②介護タクシー助成事業
③福祉用具貸出事業
④地域で子育て応援事業

　今回お寄せいただいた募金は以下の事業に
活用させていただきます。

⑤車両貸出事業
⑥生活困窮者支援食糧提供事
業
⑦地域福祉活動推進助成事業

　赤い羽根共同募金の使い道
●今回お寄せいただいた
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赤い羽根共同募金配分助成（2020年度配分）を
活用する団体を公募します

受付期間
5月7日（火）～31日（金）※当日消印有効
※まずは、お電話ください。
助成金額
活動経費の4分の3または以下に定める額のいずれか低
い額を上限とします。

　東員町共同募金委員会では、計画募金の趣旨に則り、
“2020年度”に計画している事業への助成申請を公募します。
　“じぶんのまちを良くする活動”に取り組む皆様の応募を
お待ちしています。

対　　象
以下の条件全てを満たす、自ら地域の課
題解決に取り組む団体
●設立後、満1年以上経過していること
●3年連続して共同募金の助成を受けて
いないこと
●会則・規約を備え、代表者が選任され
ていること
●町内に所在していること
●企業、政治、宗教団体などから独立し
て運営されていること
●活動から生じる利益を構成員に分配し
ないこと
●活動実績、会計状況を自ら公開できる
こと
●活動計画、活動報告、予算、決算が整
備されていること
●共同募金の趣旨について理解、共感し、
この運動に自ら積極的に参画、推進す
ること
その他詳しくは、東員町共同募金委員会
までお気軽にお問い合わせください。
申込方法
指定の申請書を受付期間内に東員町共同
募金委員会へ提出してください。申請書
は、委員会窓口のほか、三重県共同募金
会ホームページからもダウンロードでき
ます。
http://www.miewel-1.com/bokin/

〈じぶんの町を良くする循環〉

集める（募金）
課題への共感をPRする

募金運動

使う（助成）

2019年度

2020年度

課題解決の取組を実行する
取組結果を報告する

［山田］
・（社福）いずみくろがねもーち
・東員町役場
・東員町総合体育館
・東員町保健福祉センター
・東員町ふれあいセンター
［六把野新田］
・カフェレスト白馬

●街頭募金運動（募金箱設置）にご協力いただいた皆様（敬称略）
［鳥取］
・喫茶スズラン
・桑名信用金庫 員弁支店
［長深］
・JAいなべ 三和支店
・イオンリテール東員店
［笹尾］
・ケアサポートすみれ

・東員町役場　笹尾連絡所
［城山］
・アントニオ

・東員町母子寡婦福祉会
・東員障がい児者友の会
・東員子育て支援ネット

●イベント募金運動にご協力いただいた皆様（敬称略）
・東員町シニアクラブ連合会
・東員シニアゴルフクラブ
・いのちの言葉プロジェクト

・東員町社会福祉協議会
・東員町共同募金委員会

申込・問い合わせ　東員町共同募金委員会　TEL：76－1560　東員町山田2013（東員町社会福祉協議会内）

工事
50万円

備品購入
30万円

その他事業全般
30万円

話し合う（計画・評価）
解決すべき課題を明らかにする
取組結果を評価し、公表する
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地域の宝物
地域の集いの場を
紹介します！

　楽しい、元気になる、ほっとできる、安心できる、そんな嬉しい気持ちに
なれる何気ない集いの場を募集しています。連絡くださった“集いの場”を
訪問し、社協のホームページや広報紙『ふくしのわ』でご紹介いたします。
お問い合わせ　東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

六把野新田地区 卓球チーム

城山3丁目地区 「麻雀同好会」
　月3回、城山3丁目集会所に女性が集まって行われています。この会は、ある女
性が「地域ボランティアで久しぶりに麻雀をしたら楽しかった」と3丁目コスモス
会で呼びかけ、始まりました。始めて3ヶ月くらいという女性は「初めてだったけ
ど、何か集まれるならいいなと思って参加した」と話してくれました。他にも、
「子どもを通して知っていたけど、わざわざ連絡を取ることはなかった。麻雀を通
して知っている人と新しいおつきあいをすることができた」このような気楽な集ま
りは、心を豊かに温かくしてくれるようです。

東員子育て支援ほっと
　平成31年2月15日（金）、子育て支援ネット主催の子育て支援ほっとが
笹尾コミュニティセンターで行われました。
　支援ネットのスタッフは、「入口に旗を立てると分かりやすいね。」、「裏
の駐車場はあと1台止められるよ。」など声をかけあって準備していました。
たくさんの方が参加されたので駐車場
が足りなくなり、スーパー一号舘東員
店さんが駐車場を貸してくださいまし
た。ご協力ありがとうございました。
　この日はリズム遊びの日でした。見
るだけでなく、実際にベルや太鼓を触
ったり、音に合わせて体を動かしたり
して楽しみました。

子育て応援ルームに
遊びにきてください♪
子育て応援ルームに
遊びにきてください♪
子育て応援ルームに
遊びにきてください♪
　毎週月曜日と水曜日に子育てを
している親さんとその子どもさん
が自由に遊べる場を作っています。
ぜひ遊びにきてください。
日　時　毎週月・水
　　　　10：00～15：00
場　所　東員町ふれあいセンター
　　　　2階 応援ルーム
対　象　未就園児とその親

災害ボランティアセンター運営に
ついて検討を重ねています！！

　六把野新田には卓球チームが5チームあり、今回はその中で最も伝統のあるA
チームの活動を紹介します。Aチームは平成17年から始まりました。当時の自
治会長伊藤敏一さんが「コミュニティセンターを活用して元気になろう」と考え
てセンターに卓球台を設置したことがきっかけです。ある方が、「ずっと卓球を
やっていたけど7年前から片眼が見えなくなった。1年くらい落ち込んでいたけ
ど、気持ちを切り替えて再開しました」と教えてくださいました。気の合う人ど
うしが気楽に卓球を楽しみながら関係が深まっています。

　平時から自治会とともに助け合い、支え合って災害ボランティアセン
ターを運営できるよう、民生委員やシニアクラブ関係者、障がい者福祉
関係者、福祉事業関係者、防災分野のボランティア・市民活動実践者、
危険業務経験者、行政担当、社協担当が集まって、定期的に会議を行っています。
　会議では、センター運営の体制づくりや、どうやって自治会と協働していくかなど検討を重ねています。
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～デイサービスふれあい～
2月6日から9日の3日間、稲部小学校の生徒がデイサービスふれあいで勤労体験学習をしました。
利用者さんと一緒に作業をしたり、援助のお手伝いをしました。

利用者さんの髪の毛を乾かしています。 オセロであそびました。 一緒に工作をしました。

勤労体験学習勤労体験学習勤労体験学習

　誰もが地域で安心して暮らすことができるように福祉サービスを利用するための
手続きや金銭管理をお手伝いする事業です。

暮らしの安心のために日常生活自立支援事業

　東員町社会福祉協議会では、町内在住の方々の社会参加、福祉活動の推進を図る
ために、車両貸出事業を実施しています。貸出をご希望される方は、社会福祉協議
会までご連絡ください。
利用対象者　町内に住所を有する本会会員とし貸出車両の運転者
利 用 日　日曜、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時まで
利用範囲　原則として町内及び近隣市町（桑名市、いなべ市、四日市市、菰野町、木曽岬町）まで
利　　用　貸出を希望される方は、利用の2ヶ月前から1週間前の間に予約をし、登録用紙を記入してください。
　　　　　写真の4人乗り福祉車両のほか、7人乗り福祉車両、4人乗り軽自動車、8人乗り普通車があります。
お問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

車両貸出事業

対象者

上記を満たす方が対象です。

お問い合わせ先　東員日常生活自立生活センター（東員町社会福祉協議会）
　　　　　　　　TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

援助内容

福祉サービスの利用に関す
る助言や、その手続きをお
手伝いします。

利用するには…

福祉サービス利用援助
心配ごと・悩みごとなどの
お話しを伺います

①相談受付

専門員がご自宅を訪問し詳
しくお話しを伺います

②訪問調査・打合せ

本人と契約を結びます
③契約締結

支援計画に基づいて本人を
訪問し、お手伝いをします

④支援開始

日常生活に必要な預貯金の
払戻し、預入れ、各種支払
いのお手伝いをします。

日常的金銭管理サービス

大切な書類を金庫で保管し
ます。

書類等預かりサービス

必要な福祉サービスを適切
に判断することに不安があ
る認知症高齢者、知的障が
い者、精神障がい者などの
方

①

利用意思がある方
②

契約の理解ができる方
③



男性の料理教室男性の料理教室男性の料理教室
　男性の料理教室は、シニア男性の方の
ための料理教室です。シニア男性の皆さ
ん、この機会に一緒に料理を始めてみま
せんか？
参加費　月1,500円
日　時　第１水曜日 9：00～12：30
場　所　東員町保健福祉センター
講　師　小川江美子さん
　　　　（東員町食生活改善推進協議会）
申　込　田中　TEL：82-7088

心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談
　無料弁護士相談は1日5組の予約制ですので、ご希望の方は下記まで電話連絡をお願いいたします。相談
の際は、関係書類などをお持ちいただくとスムーズに相談に応じることができます。
★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　日　時　5月7日（火）、6月5日（水）、7月5日（金）9：30～11：30
★笹尾コミュニティーセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　日　時　4月21日（日）、5月19日（日）、6月16日（日）、7月21日（日）9：30～11：30
※弁護士法、その他の法律に抵触する場合は相談に応じることができないことがあります。
受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　　　　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp　※土日祝日は予約受付しておりません。

バナー広告を募集しますバナー広告を募集しますバナー広告を募集します
　東員町社会福祉協議会のホームページに掲載する広告
バナーを募集します。
料金　月額1,000円
バナーの規格　大きさ…縦50ピクセル×横170ピクセ
ル、形式…JPG、データ容量…4KB以下
　※バナー広告は、広告主が作成するものとします。
お申し込み・お問い合わせ
　東員町社会福祉協議会
　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

　現役シニアの高い就労意欲と経験・技能を生
かし、地域社会の支え手として介護現場への就
労やボランティア活動に繋がるための研修を開
催します。
日　時　6月5日（水）、12日（水）、20日（木）
　　　　10：00～16：00
　　　　6月26日（水）10：00～12：00
　　　　《※体験学習：ご希望の2日間》
会　場　四日市市三浜文化会館
対　象　三重県在住の概ね60歳以上のシニア

世代の方で、地域でのボランティア活
動や介護職場で働く意欲をお持ちの方。
又は、介護を学ぶ意欲をお持ちの方。

　　　　※参加無料です。
申込み・お問合せ
　　　　（福）三重県社会福祉協議会
　　　　福祉研修人材部・三重県福祉人材センター
　　　　TEL：059-227-5160

介護有資格者再チャレンジ研修 参加者募集！介護有資格者再チャレンジ研修 参加者募集！介護有資格者再チャレンジ研修 参加者募集！
　介護の資格は持っているけれど、「経験がない」、「ブランクがある」と
介護の職に就くことに不安がある方や、復帰したけれどもう一度『介護の
基本』を学び直したいとお考えの方に、不安や悩みを解消し、福祉・介護
の現場で活躍していただけるよう、介護の知識や技術のスキルアップがで
きる研修会を開催します。就労相談も行いますので是非ご参加ください。
日時・会場　四日市…7月11日（木）、19日（金）10：00～　じばさん三重
　　　　　　その他…6月・12月津、9月松阪、10月伊賀

※1日のみの参加や、他会場との組み合わせなど、ご都合に
合わせた受講が可能です。
※詳しくはお問い合わせください。

対　象　介護等の資格をお持ちで、現在福祉・介護の仕事をしていない方
　　　　もしくは、介護職として就職または復帰後、概ね１年未満の方
内　容　介護保険制度の動向、介護技術、コミュニケーション技術、認知

症ケア、就職相談、施設体験（2日間）　など
参加費　無料
定　員　30名
お申込み・お問い合わせ
　　　　三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター
　　　　TEL：059-227-5160（平日9：00～17：00）

このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉
協議会（TEL76-1560）へご連絡ください。

（福祉・ボランティア・地域活動以外の内容や、）　政治・宗教・営利目的の内容は除きます。
コーナーコーナーおお知知知知ららせせ

　東員町社会福祉協議会
◀ホームページ
　QRコード

　東員町社会福祉協議会
◀フェイスブック
　QRコード

福祉・地域の情報はこちらでチェック！

現役シ アの高い就労意欲と経験 技能を生

シニアいきいきチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労支援事業研修）
シニアいきいきチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労支援事業研修）
シニアいきいきチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労支援事業研修）


