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日進市社会福祉協議会 発行社会福祉
法　　人

ふれあいネットワーク

～「福祉だより」点訳版・音訳版もあります。ご希望の方はお問合せください。～

福祉だより福祉だより福祉だより
〒470-0122  日進市蟹甲町中島22番地
　　　　　　（中央福祉センター内）

TEL 0561-73-4885
FAX 0561-73-4954
〈ホームページアドレス〉
http://nisshin-shakyo.or.jp
〈E-mail〉
info@nisshin-shakyo.or.jp

日進市社会福祉協議会
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「福祉だより」に関するお問合せはこちらまで…

真心ありがとうございました真心ありがとうございました
　次の方々から善意のご寄付をいただきました。
　市民の皆様に報告させていただくとともに、厚く
お礼申し上げます。 （順不同・敬称略）

（令和元年9月11日～令和元年12月10日受付分）

匿名
愛知県理容生活衛生同業組合 豊明支部

匿名
日進ソシアルダンス
日進市商工会岩崎支部 振興会
匿名
株式会社愛知ヤクルト工場
野方西・野方東友愛クラブ
日本赤十字社日進市地区奉仕団
社会福祉法人東海テレビ福祉文化事業団

社団法人全国肢体不自由児･者父母の会連合会

あいち尾東農業協同組合 日進基幹支店

日進市身体障害者福祉協会
匿名
匿名

12,040円

タオル60枚
24,000円
6,916円
70,000円
米10㎏

50,000円
　　　　　　　　　 　　　17,190円
　　　　　　　　 　　21,100円

　　　　 　　99,546円

4,205円

58,820円
5,000円
1,000円
20,000円

社会福祉協議会    今後の予定
月

1

2

3

日 内　　容
（令和2年1月～3月）

譲りたい 譲って
ください

福祉機器リサイクル福祉機器リサイクル福祉機器リサイクル

（令和元年12月10日現在）

　車いす、歩行器、ベッドなど、使わない福祉用具を譲りたい方、福祉用具を譲
り受けたい方はご登録ください。
　中央福祉センター1階南側廊下掲示板｢譲ります｣｢譲ってください｣コーナーに
掲示し、また、直近の福祉だよりに掲載します。
　譲受希望が出るまで保管はご家庭でお願いしています。
　提供に関する交渉は、譲渡人、譲受人双方のお話し合いでお願いします。
※ポータブルトイレ等、直接皮膚に触れて使用する福祉機器は新品に限ります。お気軽にお問合せください。　

福祉機器
リサイクル
情報

譲ります
・ポータブルトイレ（2）
・リクライニング型車いす
・シルバーカー
・シャワーチェアー

譲ってください
・電動ベッド（3モーター）
・ベッドサイドテーブル

　比較的軽度の要支援認定者および事業対象者への生活支援（家事援助な
ど）を行う「訪問型サービスＡ」の従事者を養成する講座です。地域の高齢者
を支える新たな担い手として活動してみませんか。
　初回受講日より1年以内に全6講義全てを取得した方に修了証を発行します。
1日のみの受講では修了証の発行ができませんのでご注意ください。

●講座内容は、ホームページをご覧ください。

※全講義受講後に、別途現場研修および認知症サポーター養成講座を受講いただきます。
※詳しくは社会福祉協議会までお問合せください。

不要になった
福祉用具を

有効活用しませんか

協賛児童生徒作品コンクール優秀作品第71回 赤い羽根赤い羽根
　第71回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールに多数応募をいただきましてありがとうございました。市内の
小中学校から、ポスター539点・書道２，084点の応募をいただき、その中からポスター97点・書道１02点が入
選しました。
　そのうち愛知県共同募金会佳作、日進市共同募金委員会長賞について掲載します。（順不同・敬称略）

大岡 里菜
白井 おと
堀場 美穂
浦田 愛美
　

（赤池小学校4年）
（赤池小学校5年）
（竹の山小学校5年）
（相野山小学校6年）

吉田 悠真
伊藤 百々果
柳田 優衣

（梨の木小学校6年）
（日進中学校2年）
（日進西中学校3年）

日進市共同募金委員会長賞（書道の部）
浅野 結花
伊藤 日和
天白 彩瑛
佐藤 遥馬

（梨の木小学校1年）
（相野山小学校3年）
（梨の木小学校3年）
（赤池小学校5年）

野井 優月
𠮷田 琴音
村松 みうめ

（南小学校6年）
（日進中学校1年）
（日進西中学校3年）

日進市共同募金委員会長賞（ポスターの部）

愛知県共同募金会 佳作（書道の部）

愛知県共同募金会 佳作（ポスターの部）

飯田 陽菜
（南小学校3年）

渡邉 葉
（西小学校6年）

中村 葵
（日進西中学校1年）

赤羽根 志麻
（日進北中学校3年）

栁生 こころ
（香久山小学校5年）

鮫島 永実
（北小学校6年）

森岡 愛麗
（日進東中学校2年）

主な
内容

赤い羽根協賛　児童生徒作品コンクール優秀作品紹介
会長新年挨拶/福祉功労表彰者紹介
にっしんボランティアニュース

…………1
………………………………2

……………………………………3

……………………………………………………4、5

………………………………………6

最近の活動報告
職員募集/福祉機器リサイクル情報/
善意のご寄付報告/今後の予定
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訪問型サービスＡ
（基準緩和型サービス）生活支援サポーター養成講座生活支援サポーター養成講座

3月10日（火）午前10時～午後4時と　き ところ 中央福祉センター2階 集会室

定　員 20名（応募多数の場合は抽選） 受講料 無料

申込方法 受講日１週間前までに、必要事項（氏名、生年月日、住所、電話番号）を
社会福祉協議会へ（電話、FAX、メール可）

10
11
16
17
18
24
27
31
6
7
13
14
15

21
29
5
10
14

17
21

26

聞こえに関する支援ボランティア講座
肢体に障害があるママパパのしゃべり場
福祉実践教室（北小学校）
聞こえに関する支援ボランティア講座
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
聞こえに関する支援ボランティア講座
おたっしゃボランティア登録＆説明会
聞こえに関する支援ボランティア講座
ゲートキーパー養成研修
聞こえに関する支援ボランティア講座
ゲートキーパー養成研修
聞こえに関する支援ボランティア講座
災害ボランティアコーディネーター養成講座
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
福祉実践教室（赤池小学校）
権利擁護を考える勉強会
理事会
生活支援サポーター養成講座
災害ボランティアセンター開設・運営訓練
肢体に障害があるママパパのしゃべり場
福祉実践教室（日進高等学校）
つどいの場全体交流会
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
評議員会

　障害者福祉センターで働くパート職
員を募集します。(令和２年４月１日採用)

日進市社会福祉協議会
臨時職員募集

■募集職種■
保育士

■業務内容■
子ども発達支援センター「すくすく園」
での障害児の療育保育

■資格等■
保育士

■勤務日数（応相談）■
月曜日から金曜日の内週３～5日

■勤務時間■
9:00～15:00または
13:30～17:30

■時給単価■
1,180円～1,260円
交通費支給

■申込方法■
子ども発達支援センターにて
随時受付
電話／０５６１－７４－５９３９
担当／熊谷・木村

■提出書類■
履歴書（任意様式、写真貼付）
資格証の写し

※詳細は社協ホームページに掲載中。
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　障害者施設の利用者に刺しゅう・太極拳を教えてくれるボランティアを募集しています。

　「災害ボランティアセンター」は、被災地に駆けつけるボランティアを、被災者のもとへ
スムーズに派遣し、すみやかな復旧・復興を支援するため、日進市社会福祉協議会が設置します。

詳しくは社会福祉協議会まで（電話、FAX、メール可）

●ボランティア探しています！！

・腹話術、手品、朗読、詩吟をする個人ボランティアの方がいます。
・高齢者・障害者の個人宅（女性宅優先）で食事を作ってくれるボランティアの方がいます。

●ボランティアします！！

顕  彰  者  紹  介

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は日進市社会福祉協議会の活動にご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　社会福祉協議会は、日進市と長年にわたり連携を深めながら地域福祉の推進をともに進め、地
域福祉の活動拠点である日進市中央福祉センターと日進市障害者福祉センターの持つ役割を最大
限に活かしながら、その機能であるボランティアセンター、中部地域包括支援センター、ふれあい介
護支援センター、ふれあいデイサービスセンター、くらしサポート窓口、障害者相談支援センター、
子ども発達支援センターにおいて、市民の皆様の様 な々お困りごとの相談や福祉サービスの紹介・
支援、各種の地域福祉事業を提供し、市民の皆様が『安心して暮らせるまちづくり』を進めております。
　近年は、全国各地で度重なる広域的な自然災害が発生し、これまで以上に大規模災害への
対策が求められております。本会は中央福祉センターに「災害ボランティアセンター」を設置し、

日進市とともに被災した市民生活の復旧、復興を行う大切な役割を担っております。
　今後とも、地域にお住いの皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし、いつまでも心豊かに過ごすことのできる福祉
のまちづくりに、市民の皆様とともに取り組んでまいる所存でございます。
　より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　この新しい年を迎え、市民の皆様が健康で、希望に満ち溢れた素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます。

会長 堀之内 秀紀
日進市社会福祉協議会

第59回　愛知県身体障害者福祉大会
　12月8日（日）に碧南市文化会館にて第59回　愛知
県身体障害者福祉大会が開催されました。日進市身体
障害者福祉協会より、次の方が受賞されました（敬称略）。

会長新年あいさつ

〔自立更生者〕
石川 重子

愛知県知事表彰状受賞者

第54回　愛知県老人福祉大会
　8月30日（金）に名古屋市公会堂にて第54回愛知県
老人福祉大会が開催されました。日進市老人クラブ連
合会より、次の方が受賞されました（敬称略）。

〔老人福祉事業功労者〕
齋藤 久昭

愛知県知事感謝状受賞者

愛知県社会福祉大会
　10月30日（水）に愛知県国際展示場（Aichi Sky 
Expo）にて第67回愛知県社会福祉大会が開催されま
した。
　日進市内で受賞された方々は次のとおりです（敬称略）。

〔主任児童委員〕
星野 千陽

愛知県知事感謝状受賞者

〔その他　社会福祉事業の進展に寄与した者〕
精神保健福祉ボランティアすばる
ほんごう自主防犯パトロール会

愛知県社会福祉協議会会長感謝状受賞者

〔奉仕功労者・団体〕
近藤 誠
竹内 由美子
学校法人中部大学　中部大学第一高等学校
愛知県立日進西高等学校生徒会

愛知県共同募金会会長感謝状受賞者

２月15日(土)　午前９時～午後４時と　き
中央福祉センター２階　視聴覚室・多機能室ところ
市内在住・在勤・在学の高校生以上の方対　象

日進災害ボランティアコーディネーターの会会員等講　師

①災害ボランティアセンター及び災害ボランティア
　コーディネーターの役割とは
②災害ボランティアセンターの開設・運営の体験

内　容
①災害ボランティアセンターって何？
②開設・運営訓練
　（駆けつけボランティアには、ニーズ体験をしていただきます。）
　ニーズ体験（次のうち１～２体験）
　・土のう作り、水運び、パッククッキング等
※アレルギーのある方は申込時にお知らせください。

内　容

無料参加費

無料参加費

１月６日（月）～２月７日（金）申込期間 １月６日（月）～２月28日（金）申込期間
①住所②氏名③年齢④性別⑤所属⑥電話番号を
日進市社会福祉協議会まで
（電話、ＦＡＸ、メール可※件名に講座名を記載してください。）

申込方法 ①住所②氏名③年齢④性別⑤所属⑥電話番号を
日進市社会福祉協議会まで
（電話、ＦＡＸ、メール可※件名に開設・訓練と記載してください。）

申込方法

３０名（申込順。全課程を受講された方には修了証を発行します。）定　員

●暮らし安全・防災・防犯（4団体） 

令和元年度日進市ボランティアセンター登録ボランティアグループ一覧  ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●
※福祉だより７月号の日進市ボランティアセンター登録ボランティアグループ一覧で記載漏れがありました。ここでお詫びして掲載させていただきます。

グループ名 活　動　内　容 活　動　日 代表者 電話番号
日進災害ボランティアコーディネーターの会
日進市防災ハムクラブ
日進防災推進連絡会
ほんごう自主防犯パトロール会

災害支援活動・コーディネーターとしての学習活動
アマチュア無線を通して、ボランティア活動に協力して頂ける方を募集しています
地震防災に関する出前講座を受け賜ります。お気軽に声を掛けて下さい
徒歩巡回で週２回地域の安全・安心を守っています

73-0864　  
－

052-809-5222
－

大野　忠夫
大津　康幸
安廣　　貴

－

第１金曜日
毎週日曜日
隔月第３金曜日
随時

にっしんおたっしゃボランティア登録＆説明会

市内在住で65歳以上の方（介護保険第1号被保険者の方）。
また、活動場所（ボランティアを行う福祉施設）まで、
ご自身で通える方。

対　象

1月27日（月）　午前10時～正午と　き

中央福祉センター2階　視聴覚室ところ

筆記用具、介護保険証、印鑑、
ボランティア保険料（250～600円）

持ち物

①住所②氏名③年齢④電話番号を
日進市社会福祉協議会まで（窓口、電話、ＦＡＸ、メール可）

申込方法

1月23日（木）申込締切

　ボランティア活動を通していきがいづくり・健康づくりを
しませんか？

３月14日(土)　午前９時３０分～正午と　き
中央福祉センター２階　多機能室ところ
市内在住・在勤・在学の中学生以上の方対　象

災害ボランティアコーディネーター養成講座 災害ボランティアセンター開設・運営訓練
　災害時に、かけつけたボランティアの受付・整理を行い、被災者の
ニーズを把握してボランティアと結びつける役割を担う「災害ボラン
ティアコーディネーター」を養成します。

　災害時に、災害ボランティアコーディネーターが速やかにセンター
を開設・運営できるよう、毎年訓練を行っています。そこに駆けつけボ
ランティア役（被災地を訪れたボランティア役）としてご協力していた
だける方を募集します。

災害ボランティアセンターでは、
次のことを行います。

★被災地に駆けつける「ボランティア」の受付
★被災された市民からの「ニーズ（困りごと）」の受付
★「ボランティア」と「ニーズ」をマッチングし、被災者のもとへボランティアを派遣する

災害ボランティアがお手伝いできる活動（例） ・災害後の自宅の片付け　・災害後の土砂等の片付けなど

　災害時に備え、災害ボランティアセンターを開設・運営できるよう、下記の講座と訓練を実施します。

日進市社会福祉大会
　11月17（日）、にっしん市民まつりにて社会福祉
功労者の表彰を行いました。
　受賞された方々は次のとおりです（敬称略）。

〔主任児童委員〕
星野 千陽

〔保護司〕
山田 政夫

〔社協役員〕
鈴木 絹子

〔社会福祉団体の役員〕
花井 祥雄　　齋藤 久昭

〔浄財寄付者〕
小池 美代　　愛知日進モラロジー事務所

日進市社会福祉協議会会長表彰状受賞者

〔民生委員・児童委員〕
加納 信行　　　松浦 勇　　　　山田 隆弘
浅井 弘視　　　鈴木 陽子　　　福嶋 美津代
杉浦 秀美　　　澤村 和代　　　川見 賀代子
福岡 裕子　　　大内 誠淳　　　森 由美子
芹澤 千代　　　澤田 征治　　　野口 稔子
佐藤 こずえ　　大角 敏夫　　　梅本 千歳
山本 一江　　　安永 多摩江　　町田 幸村
本多 俊枝　　　天野 杏有子　　織川 学
伊藤 菜々子　　奥田 庸江　　　河野 文恵
村瀬 千恵

〔社協役員・評議員〕
中川 勝美　　福安 克彦　　近藤 誠

〔社会福祉団体の役員〕
大野 忠夫　　井口 紘一　　神野 建三

〔浄財寄付者〕
上野 和彦
日進米野木駅前特定土地区画整理組合 
ピアゴ 香久山店
あいち尾東農業協同組合 日進基幹支店

〔その他　社会福祉事業に著しく貢献した者〕
三本木老人クラブ　　日進市赤池キッズ子供会
日東子どもライブラリー 
泉の会
おりがみフレンズさくら

日進市社会福祉協議会会長感謝状受賞者

「災害ボランティアセンター」をご存知ですか？

被災時のお困りごとは、ぜひ「災害ボランティアセンター」にご相談ください（ボランティアによるお手伝いは、無料です）。　

ボランティア
募集
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　障害者施設の利用者に刺しゅう・太極拳を教えてくれるボランティアを募集しています。
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内　容
①災害ボランティアセンターって何？
②開設・運営訓練
　（駆けつけボランティアには、ニーズ体験をしていただきます。）
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　台風19号災害の被災地支援のため、
愛知県社会福祉協議会から要請を受
け、11月26日～27日の2日間、長野県
長野市へ本会職員2名、日進災害ボラン
ティアコーディネーターの会会員1名を
派遣しました。
　現地では、長野市災害ボランティアセ
ンターにおける市民生活の復旧活動へ
の参加、運営状況の確認等にあたりま
した。

　11月１７日（日）、日進市スポーツセンターにて健康・福祉フェスティバルを開催しました。当日は日進中学校、
日進東中学校、日進西高等学校、中部大学第一高等学校の生徒さんと、うぇるかむ（椙山女学園大学学生ボラン
ティアグループ）の皆さんが、赤い羽根共同募金運動の呼びかけやコーナー運営等のお手伝いで大活躍！

　令和元年度4月～12月におきまして市内13小中学校、中部大学第一高等学校で福祉実践教室が開催されました。
　また、1月～3月にかけまして、小学校2校と日進高等学校で開催を予定しています。
　ここに一部を紹介します。

※掲載許可をいただいた写真を掲載しております。

また福祉協力校活動紹介の
展示コーナーでは、
小中学校・高等学校１６校の

福祉活動を紹介。

台風19号災害被災地災害ボランティアセンターへ職員を派遣しました。

健康・福祉フェスティバル福祉実践教室

活 動 報 告

6/1 中部大学第一高等学校
●点字他3科目

6/18 相野山小学校
●車いす他4科目

6/21 西小学校
●視覚障害者ガイドヘルプ他2科目

7/5
9/27

赤池小学校
●手話他6科目

7/8
9/12

香久山小学校
●交流給食・点字他4科目

6/12,7/10
9/18,10/16
11/20

北小学校
●盲導犬他5科目

9/13 梨の木小学校
●視覚障害者ガイドヘルプ他3科目

10/1 竹の山小学校
●点字他3科目

10/18 東小学校
●手話他4科目

11/13 日進中学校
●認知症理解他5科目

11/26 日進西中学校
●発達障害理解他6科目
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日進市社会福祉協議会 発行社会福祉
法　　人

ふれあいネットワーク

～「福祉だより」点訳版・音訳版もあります。ご希望の方はお問合せください。～

福祉だより福祉だより福祉だより
〒470-0122  日進市蟹甲町中島22番地
　　　　　　（中央福祉センター内）

TEL 0561-73-4885
FAX 0561-73-4954
〈ホームページアドレス〉
http://nisshin-shakyo.or.jp
〈E-mail〉
info@nisshin-shakyo.or.jp

日進市社会福祉協議会
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「福祉だより」に関するお問合せはこちらまで…

真心ありがとうございました真心ありがとうございました
　次の方々から善意のご寄付をいただきました。
　市民の皆様に報告させていただくとともに、厚く
お礼申し上げます。 （順不同・敬称略）

（令和元年9月11日～令和元年12月10日受付分）

匿名
愛知県理容生活衛生同業組合 豊明支部

匿名
日進ソシアルダンス
日進市商工会岩崎支部 振興会
匿名
株式会社愛知ヤクルト工場
野方西・野方東友愛クラブ
日本赤十字社日進市地区奉仕団
社会福祉法人東海テレビ福祉文化事業団

社団法人全国肢体不自由児･者父母の会連合会

あいち尾東農業協同組合 日進基幹支店

日進市身体障害者福祉協会
匿名
匿名

12,040円

タオル60枚
24,000円
6,916円
70,000円
米10㎏

50,000円
　　　　　　　　　 　　　17,190円
　　　　　　　　 　　21,100円

　　　　 　　99,546円

4,205円

58,820円
5,000円
1,000円
20,000円

社会福祉協議会    今後の予定
月

1

2

3

日 内　　容
（令和2年1月～3月）

譲りたい 譲って
ください

福祉機器リサイクル福祉機器リサイクル福祉機器リサイクル

（令和元年12月10日現在）

　車いす、歩行器、ベッドなど、使わない福祉用具を譲りたい方、福祉用具を譲
り受けたい方はご登録ください。
　中央福祉センター1階南側廊下掲示板｢譲ります｣｢譲ってください｣コーナーに
掲示し、また、直近の福祉だよりに掲載します。
　譲受希望が出るまで保管はご家庭でお願いしています。
　提供に関する交渉は、譲渡人、譲受人双方のお話し合いでお願いします。
※ポータブルトイレ等、直接皮膚に触れて使用する福祉機器は新品に限ります。お気軽にお問合せください。　

福祉機器
リサイクル
情報

譲ります
・ポータブルトイレ（2）
・リクライニング型車いす
・シルバーカー
・シャワーチェアー

譲ってください
・電動ベッド（3モーター）
・ベッドサイドテーブル

　比較的軽度の要支援認定者および事業対象者への生活支援（家事援助な
ど）を行う「訪問型サービスＡ」の従事者を養成する講座です。地域の高齢者
を支える新たな担い手として活動してみませんか。
　初回受講日より1年以内に全6講義全てを取得した方に修了証を発行します。
1日のみの受講では修了証の発行ができませんのでご注意ください。

●講座内容は、ホームページをご覧ください。

※全講義受講後に、別途現場研修および認知症サポーター養成講座を受講いただきます。
※詳しくは社会福祉協議会までお問合せください。

不要になった
福祉用具を

有効活用しませんか

協賛児童生徒作品コンクール優秀作品第71回 赤い羽根赤い羽根
　第71回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールに多数応募をいただきましてありがとうございました。市内の
小中学校から、ポスター539点・書道２，084点の応募をいただき、その中からポスター97点・書道１02点が入
選しました。
　そのうち愛知県共同募金会佳作、日進市共同募金委員会長賞について掲載します。（順不同・敬称略）

大岡 里菜
白井 おと
堀場 美穂
浦田 愛美
　

（赤池小学校4年）
（赤池小学校5年）
（竹の山小学校5年）
（相野山小学校6年）

吉田 悠真
伊藤 百々果
柳田 優衣

（梨の木小学校6年）
（日進中学校2年）
（日進西中学校3年）

日進市共同募金委員会長賞（書道の部）
浅野 結花
伊藤 日和
天白 彩瑛
佐藤 遥馬

（梨の木小学校1年）
（相野山小学校3年）
（梨の木小学校3年）
（赤池小学校5年）

野井 優月
𠮷田 琴音
村松 みうめ

（南小学校6年）
（日進中学校1年）
（日進西中学校3年）

日進市共同募金委員会長賞（ポスターの部）

愛知県共同募金会 佳作（書道の部）

愛知県共同募金会 佳作（ポスターの部）

飯田 陽菜
（南小学校3年）

渡邉 葉
（西小学校6年）

中村 葵
（日進西中学校1年）

赤羽根 志麻
（日進北中学校3年）

栁生 こころ
（香久山小学校5年）

鮫島 永実
（北小学校6年）

森岡 愛麗
（日進東中学校2年）

主な
内容

赤い羽根協賛　児童生徒作品コンクール優秀作品紹介
会長新年挨拶/福祉功労表彰者紹介
にっしんボランティアニュース

…………1
………………………………2

……………………………………3

……………………………………………………4、5

………………………………………6

最近の活動報告
職員募集/福祉機器リサイクル情報/
善意のご寄付報告/今後の予定
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訪問型サービスＡ
（基準緩和型サービス）生活支援サポーター養成講座生活支援サポーター養成講座

3月10日（火）午前10時～午後4時と　き ところ 中央福祉センター2階 集会室

定　員 20名（応募多数の場合は抽選） 受講料 無料

申込方法 受講日１週間前までに、必要事項（氏名、生年月日、住所、電話番号）を
社会福祉協議会へ（電話、FAX、メール可）

10
11
16
17
18
24
27
31
6
7
13
14
15

21
29
5
10
14

17
21

26

聞こえに関する支援ボランティア講座
肢体に障害があるママパパのしゃべり場
福祉実践教室（北小学校）
聞こえに関する支援ボランティア講座
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
聞こえに関する支援ボランティア講座
おたっしゃボランティア登録＆説明会
聞こえに関する支援ボランティア講座
ゲートキーパー養成研修
聞こえに関する支援ボランティア講座
ゲートキーパー養成研修
聞こえに関する支援ボランティア講座
災害ボランティアコーディネーター養成講座
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
福祉実践教室（赤池小学校）
権利擁護を考える勉強会
理事会
生活支援サポーター養成講座
災害ボランティアセンター開設・運営訓練
肢体に障害があるママパパのしゃべり場
福祉実践教室（日進高等学校）
つどいの場全体交流会
精神保健福祉ボランティア「すばる」フリースペース
評議員会

　障害者福祉センターで働くパート職
員を募集します。(令和２年４月１日採用)

日進市社会福祉協議会
臨時職員募集

■募集職種■
保育士

■業務内容■
子ども発達支援センター「すくすく園」
での障害児の療育保育

■資格等■
保育士

■勤務日数（応相談）■
月曜日から金曜日の内週３～5日

■勤務時間■
9:00～15:00または
13:30～17:30

■時給単価■
1,180円～1,260円
交通費支給

■申込方法■
子ども発達支援センターにて
随時受付
電話／０５６１－７４－５９３９
担当／熊谷・木村

■提出書類■
履歴書（任意様式、写真貼付）
資格証の写し

※詳細は社協ホームページに掲載中。
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