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社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会では、次の臨時職員を募集します。

１．職種及び採用予定人員

地域福祉事業に関する業務

１名

２．応募資格

６４才以下の方（要普通自動車免許で、
パソコン（ワード、エクセル）を使用できる方）

３．応募手続及び受付期間

自筆の履歴書（写真添付）を平成３１年３月２２日（金）
までに社会福祉協議会本所に提出してください。
（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
郵送の場合は３月２２日（金）必着。）
個別に連絡します。
四万十町社会福祉センター（四万十町茂串町 11-30）
面接

４．面接日時
場所
内容
５．雇用期間

場所

担当弁護士
【時間】

3 月 22 日（金） 十和隣保館

岡田

佑太

4 月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター

三上

翔平

1日4組

5 月 24 日（金） 四万十町社会福祉センター

岡田

佑太

【受付】予約制

6 月 28 日（金） 四万十町社会福祉センター

武内

良平

7 月 26 日（金） 大正健康管理センター

三上

翔平

8 月 23 日（金） 四万十町社会福祉センター

武内

良平

9 月 27 日（金） 十和隣保館

岡田

佑太

午後 1 時～午後 4 時 10 分

臨時職員募集のお知らせ（急募！）
(

相談日

平成３１年４月１日以降平成３２年３月３１日
（契約更新有）

1 組 40 分

（〆切：相談日の 1 週間前）
【受付窓口】
しまんと町社会福祉協議会
本所

電話：22-1195
（担当：松下優子）

※予約時にお名前、連絡先、相談の概要
を聞き取りいたします。
※都合により予約時間の変更などがあ
る場合があります。また、予約が埋ま
れば順次翌月以降の予約となります。
武内良平

三上翔平

岡田佑太
氏

窪川地区

ミニサロン４月予定表

６．受験手続等に関するお問い合わせ、お申し込みは下記までお願いします。
社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 本所
〒786-0004 高岡郡四万十町茂串町 11-30
電話 0880-22-1195
FAX 0880-22-1138
担当 尾﨑 弘明

２４時間テレビチャリティーより訪問入浴車寄贈

１日

風らっと若井（若井グリーンセンター）

8日

風らっと峰ノ上（峰ノ上集会所）

9日

風らっと六反地（六反地集会所）

15 日

風らっと東大奈路（東大奈路集会所）

22 日

風らっと志和峰（志和峰集会所）

十和地区 ミニサロン４月予定表
8日

風らっと十川（十和地域振興局）

26 日

風らっと四手崎（四手崎集会所）

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 28-5331

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195
担当：市川ひとみ・古谷えり

担当：弘田麻紀

４月行事予定＆会議予定

平成１７年２月から１４年の間、たくさんの方に利用して頂いていましたが、老朽化が進
み、故障によりサービスが提供できなくなることが心配される状態となっていました。今回、
新しい入浴車を頂き、安心して訪問入浴サービスが提供できるようになりました。
これからも大切に使用させて頂きより、良いサービスの提供に努めていきます。

くぼかわボランティア連絡協議会世話人会
窪川給食サービス（調理担当：未定）
大正給食サービス（調理担当：未定）
十和給食サービス（調理担当：支えの会）
地域食堂・みんなでごはん（小規模多機能ホーム香月）
しまんとオレンジカフェ（小規模多機能ホーム香月）

【10 日】
【22 日】
【18 日】
【20 日】
【18 日】

・日常生活自立支援事業って？
高齢者や障害のある方など、福祉サービスの利用や金銭管理など日常生活に必要なことについて、
自分ひとりで判断することに自信がない方が、安心して生活できるようにサポートします。
また定期預金証書や実印などの重要な書類等を保管するサービスもしています。

どんなことをしてくれるの？
○福祉サービスの利用援助

利用料金は？
○訪問などによる援助
1 時間 1,500 円（30 分単位でも利用可能）

自分にあった福祉サービスを一緒に考えます。
○日常的金銭管理サービス

○書類などの保管サービス
年間 6,000 円（毎月 500 円ずつ分割払い）

預貯金の出し入れや公共料金の支払いなど日常
のお金のやりとりをお手伝いします。
○書類などの保管サービス

※生活保護を受けている方は不要です。

定期預金証書や実印など重要な書類を金融機関
の貸金庫を利用して保管します。

2 月 13 日水曜日。大正橋ふれあいサロンで、認知症サポーター養成講座を開催しました。
手作りのボードを使った輪投げゲームやおしゃべりを楽しんだ後は、地域の皆さんが作っ
てくれたランチを一緒にいただきました。今日のメニューは、目玉焼きハンバーグ。見て食
べて、心もお腹も満たされました。
美味しい昼食をいただいた後、認知症サポーター養成講座がスタート。認知症の仕組みや
種類、予防方法、認知症の方への接し方など、事例を交えながら認知症への理解を深めてい
ました。目線を合わせて話しかける、相手の話に耳を傾けるなど、認知症に限らずどんな場
面でも気にかけていただけたらと思います。
また、認知症予防運動なども行い、「これやったら、自分達でもできるね」と、皆さん楽し
みながら認知症を学んでいただけたようです。
皆で支え合いいつまでも住み慣れた地域で暮らすために、認知症への理解は必須です。
皆さんの地域でも認知症について学んでみませんか？
興味のある方、地域・団体の皆様、ぜひ一度しまんと町社協にご相談下さい。

お問合せ先

しまんと町社会福祉協議会
本
所（松下 優子） 電話 22-1195
大正支所（佐井 和美） 電話 27-1177
十和支所（弘田 麻紀） 電話 28-5331

高齢や障害のある方が、安心して生活するためのお手伝いをお願いします

日常生活自立支援事業の

生活支援員を募集しています。
・生活支援員ってどんな活動するの？
支援計画をもとに、実際にお手伝いをします。
●活動内容…訪問による支援。お金の使い方や支払い、書類の書き方など
●活動頻度…週 1 回～月 1 回、利用者 1 名につき３０分～1 時間程度
●四万十町内にお住まいで、自家用車で移動できる方
※詳細についてはお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
社会福祉法人 しまんと町社会福祉協議会 電話０８８０－２２－１１９５
（担当：松下優子）

この事業は、倉庫や押し入れに眠っている貴重な資源に新たな活躍の場が見つかるように、社会福祉協
議会がお手伝いさせていただくものです。
登録締切は３月 25 日となっております。是非ご利用下さい! ただ今、フードプロセッサーを「もろう
てや」、壁掛け時計、瞬間湯沸かし器を「ちょうだいや」と、掲載を待っています。
尚、もろうてやに登録頂いた物品は、ちょうだいや登録（欲しい相手）が見つかるまでは、お手数です
が物品をご自身で保管頂くようお願い致します
お問合せ先】 電話

27-1177 担当：佐井 和美

