みんなで参加 みんなでつくる 支え合いのまち玉野
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日比地区社会福祉協議会設立！
６月１１日(火)、第二日比小学校区をエリアと
する４つ目の地区社会福祉協議会が誕生しまし
た！今後、和田や玉原でも実施している地区
ボランティアセンターなど、具体的な内容を
協議していく予定です。
会長に就任した氏家勇さんは、｢いきなり大きな
ことをやっていくのではなく、自分達のペース
でゆっくりやっていきましょう｣と話し、この日
集まった理事の皆さんと今後のあり方について
意思を確認しました。
玉野市社会福祉協議会も、今後さまざまな形で
お手伝いさせていただきます！

｢令和元年度地域活動・ボランティア養成講座｣開催のお知らせ
第１回 ： ８月２０日（火）１３：３０～１５：３０ 玉野市内のボランティア活動の紹介
第２回 ： ８月２７日（火）１３：３０～１５：３０ 専門家に学ぶ「お掃除のコツ」
第３回 ： ９月 ３日（火）１１：００～１４：００ みんなで楽しく食事ができる健康にいいレシピ

玉野市内にお住まいの方・お勤めの方が対象です。玉野市中央公民館(メルカ２階)で開催いたしますので、
お申し込みの上、ぜひご参加ください。（申し込み締切：８月９日(金曜日)）
【申し込み・問い合わせ】 玉野市社会福祉協議会

★「つどい」de 健康相談★
令和元年８月から、玉原地区
ボランティアセンター｢つどい｣
で開催されているコミュニティ
カフェ｢つどい｣で健康相談を実
施することになりました！
詳しくは右記をチェック★
１
●

☎０８６３-３１-５６０１

FAX：０８６３-３１-５６３８

日時：毎月第４金曜日、１３:００～
※初回は８月２３日(金)
場所：コミュニティカフェ｢つどい｣
※玉原１丁目４－７
費用：無料
相談は看護師さんや管理栄養士さん
が受けてくれます。健康についての不
安や悩みがありましたら、お茶でも飲
みながら気楽に相談してください！
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わがまち福祉相談会がはじまりました！

予約
不要

相談
無料

7 月から順次、地域の身近な場所で、民生委員児童委員と地域包括支援センター職員が相談を
お受けしています。福祉に関する困りごとを早めに相談いただき、早期に対応することにより、
地域の皆さんの安心・安全な暮らしを目指します。
開

催

日：地区民生委員会単位で毎月 1 回程度
＊詳しい日時はホームページをご覧になるか、
下記問い合わせ先までご連絡ください。

開 催 場 所：市民センター・公民館など
対

象

者：地域の皆さんどなたでも

問い合わせ：地域包括支援センター

包括職員

福
祉
相
談
会

わ
が
ま
ち

民生委員
児童委員

☎０８６３－３３－６６００

６月２２日(土)、玉野市立中央公民館で、夏のボランティア体験研修会・活動調整会議を行い、ボラン
ティア活動についての心構えや福祉の仕事について学んだ後、受入施設との調整を行いました。７月末
～８月の間、市内福祉施設や団体のもとで、中高生３０５名がボランティア活動をしていきます。

笑顔と力☆たくさんの人に届けます。

玉野市社会福祉協議会
令和元年 正規職員募集 のお知らせ
職

種

正規職員

採用人数

１名

受験資格
大学卒業者で以下の資格を
４０歳未満
有する方
（昭和 55 年 4 月 2 日
・社会福祉士
以降に生まれた方）
・普通自動車運転免許
(ＡＴ限定可)

試

験

・適性検査
・課題式論文試験
・面接

■募集期間／８月 １日(木)～８月３０日(金)
■試 験 日／９月１５日(日)
■試験会場／玉野総合福祉センター (玉野市田井５－２２－１)
■採用予定年月日／令和元年１１月１日(金)
■申込方法／詳しくは、当会ホームページに掲載の採用試験要項をご覧ください。
■問い合わせ／玉野市社会福祉協議会 総務課(薬師寺､田中) ☎０８６３－３１－５６０１
２
●
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おしらせ・募集

★ふれあい総合相談
▽心配ごと相談
毎週 金曜日

★福祉センターいきいき百歳体操
▽毎週 月･火･木～土曜日 １０:１５～１０:４５
(１階リハビリ室 )
◆当日の人数によって、参加できない場合が
あります。
◆月･木･土曜日と火･金曜日で内容が違います。

★福祉センター休館日 ▽毎週 水･日曜日
８月１２日(月･振替休日)
９月１６日(月･祝)
９月２３日(月･祝)

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
８月２０日(火)
９月 ５日(木)
９月１７日(火)
▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
８月 ８日(木) １３:３０～１５:３０
１０月１０日(木)
〃
▽介護相談
平日

★ティエラ休館日 ▽毎週 水曜日
８月１１日(日･祝)
９月１６日(月･祝)

１３:３０～１５:３０

８月１２日(月･振替休日)
９月２３日(月･祝)

８:３０～１６:３０

場所／玉野総合福祉センター(田井)
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

★なんでも相談会

～法律・医療・福祉等の専門職がなんでも相談をお受けします～
▽日時／８月８日(木) １３:００～１４:００成年後見入門講座 １４:００～１６:００相談会
▽会場／日比市民センター
▽相談員／弁護士･司法書士･行政書士･看護師･社会福祉士 等
▽問い合わせ／玉野市社会福祉協議会 ☎０８６３－３１－５６０１

【日程】①１０月２０日(日)１３:３０～１５:３０「災害ボランティアとしての基礎知識」
②１０月２７日(日)１３:３０～１５:３０「地域と災害時ボランティア活動」
③１１月１７日(日)１３:３０～１６:３０「災害ボランティアセンターの支援について」
(講座・体験型訓練等)
【講師】①③日野ボランティアネットワーク 山下 弘彦氏
② 日野ボランティアネットワーク 森本 智喜氏
【会場】生涯学習センター(ミネルバ) ／ 定員 ５０名 ／ 受講料 無料
【申込期間】９月１７日(火)～１０月１７日(木)

◆申し込み・問い合わせ◆

玉野市役所

社会教育課 ☎０８６３－３２－５５７７

ご寄附ありがとうございました
令和元年５月１日から６月３０日までに寄せられたご寄附の報告をいたします。(敬称略)
[香典返し]
[寄附者]
[故人]
長谷井一貴(槌ヶ原) 清高
村上 耕一(木目) 玲子
三宅 一哉(田井) 一

井筒 知美(宇野)
藤本 武 (迫間)
長畑光太郎(梶岡)
藤原 泰子(山田)

藤原百合子
勝子
豊志
坂口時男

児童館へ寄附をいただきました
５月８日(水)、元競輪選手の森 美紀さんから寄附をいただき、
ノバクッション・キャッスルと三輪車を購入しました。児童
館に遊びに来た子どもたちは、新しい遊具に喜び、楽しく遊
んでいます。ありがとうございました。
３
●

[一般寄附]
森

美紀

日本競輪選手会 岡山支部
福祉ｾﾝﾀｰｶﾗｵｹ愛好会 代表 松藤清美
国際ソロプチミスト玉野
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地域包括支援センターは、介護や健康、医療等さまざまな面から地域で暮らす
人たちを支えるための機関です。どうぞお気軽にご利用ください。

相談や悩みにお応えします
介護や健康の事だけでなく、生活全般について
の相談や悩みにお応えし、情報提供やサービス
の紹介をしています。

介護予防のお手伝いをします

☎０８６３－３３－６６００

○要支援の方に適切なサービス利用をお手伝い
介護予防に関するプラン：
年間累計 ７,７７７件
○スキルアップ研修会：４回 計２９１名
（主任介護支援専門員など法定外研修）
○いきいきお役立ち講座：
１２３回 ２,３３８名

相談内訳

暮らしやすい地域を作ります

相談件数：４,５８６件

その他

虐待・権利擁護
健康医療

認知症

介護相談

介護予防
福祉相談

権利を守ります
安心して毎日が過ごせるよう、高齢の皆さんの
権利を守ります。
〇高齢者虐待への対応
〇成年後見制度、日常生活自立支援事業の活用
〇悪質な訪問販売などによる消費者被害の防止

○いきいき百歳体操：新規４カ所（計１１４カ所）
百歳体操を盛り上げる会：５０名
百歳体操サポーター養成講座：３２名
（サポーター累計：１２０名）
○ふれあい・いきいきサロン：新規なし
（計６３カ所）
意見交換会：年１回（４８サロン ７８名参加）
中学校区ミニ情報交換会 ５地区 ７２名
○認知症サポーター養成講座：１８回 ９３１名
（サポーター累計：８,００６名）
キャラバン・メイト連絡会：３回
認知症研修会：６０名
○医療・保健・福祉相談窓口連絡会：６回
○小地域ケア会議：３地区、合計２１回
互近助ネットワーク会議支援：１０カ所４１回
○個別ケース会議：１２回（３４件検討）
○困難ケース会議：６回（４件検討）

専門職が対応しています
ので、お気軽にご相談く
ださい。
地域包括支援センター
玉野市宇野１－８－８
☎0863-33-6600
営業時間 // 平日８：３０～１７：１５
４
●

