みんなで参加

みんなでつくる 支え合いのまち玉野

+

２０２０年８月

２０９号

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会
〒706-0001 玉野市田井五丁目２２番１号

☎ 0863-31-5601 FAX：0863-31-5638

日比地区ボランティアセンター

日比地区社協のスローガン

「えがお」がひろがる
まちづくり
玉野市日比４－１０
☎０８６３－５５－４１６６
火曜日・木曜日

９:００～１２:００

※お気軽に寄ってください！

引き戸の
戸車を
修理中!

令和元年１２月２日(月)、日比市民センター管内で、地域住民のちょ
っとした困りごとを地域住民が支援する仕組み「日比地区ボランティア
センター」を開設しました。
ボランティアセンターを通じて、住民同士のきずなが強まり、いつまでも
「えがお」で暮らせる地域になることを願って活動します。

｢令和２年度 地域活動・ボランティア養成講座｣開催のお知らせ
～つながろう！つくろう！私たちができる地域の支えあい助け合いの輪～
第１回：８月１９日(水)１３：３０～１５：３０ 高齢者を介護するちょっとしたサポートのコツ
第２回：８月２６日(水)１３：３０～１５：３０ ちょっとした家事の手伝い
第３回：９月 １日(火)１３：３０～１５：３０ 信頼を作るコミュニケーションや口腔体操
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１２日(水)）
【申し込み・問い合わせ】 玉野市社会福祉協議会
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☎０８６３-３１-５６０１

リハビリ専門職が
教えてくれます！

FAX：０８６３-３１-１１０５

社協だより

福祉車輌貸出のご案内
車
輌
の
紹
介

交通機関を利用することが困難な人の移動手段を確保するため、
また、福祉団体支援のため、車輌の貸出を行っています。
競輪号(９人乗・リフト付き)…車いす、ストレッチャーの乗車が可能

２４ＨＴＶ号(６人乗・リフト付き) …車いすの乗車が可能

【対象者】

個人（介護を要する高齢者・障害者およびその家族）
団体（玉野市内の福祉施設、福祉団体、ボランティア団体）
※原則として、社協会員もしくはその家族
【貸出期間】 平日の月曜日から金曜日の間の１日以内
【貸出時間】 貸出日の午前８時３０分から午後５時まで
【利用範囲】 玉野市内及び利用時間内に往復できる範囲の近隣市町村
【料金】
リフト付き車輌 無料（ただし、燃料の補填が必要）
【申込方法】 予約制（利用日の２週間前までに指定の申請書＋免許証の写しを提出）
【問い合わせ】玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

令和元年度玉野市社会福祉協議会収支決算報告
収入

449,234

受取利息配当金

支出
その他 1,479

468

会費 3,404
寄附金 3,395
経常経費補助金

障害福祉サービス
等事業 4,267

39,359

事業

介護保険事業

10,791

88,107

単位（千円）

462,022
貸付事業 160

助成金 7,144

事務費 57,305
事業費 36,402
固定資産取得

676
貸付事業

534

受託金

人件費

297,430

360,335

２

社協だより

おしらせ・募 集

※新型コロナウイルスの感染者等の状況により
休館、中止等の場合があります。

★福祉センターいきいき百歳体操

★ふれあい総合相談

▽月･火･木･金曜日 １０:１５～１０:４５
▽水曜日
１３:３０～１４:００
◆
◆月･水･木曜日と火･金曜日で内容が違います。

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
８月１８日(火)
９月１５日(火)

★福祉センター休館日

▽毎週：土･日曜日

８月１０日(月・祝)
９月２１日(月・祝)、９月２２日(火・祝)

★ティエラ休館日

▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
８月１３日(木)
１３:３０～１５:３０
９月１０日(木) １０月８日(木)
▽介護相談
平日

▽毎週：水曜日

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

８月１０日(月・祝)
９月２１日(月・祝)、９月２２日(火・祝)

★なんでも相談会 in 田井

８:３０～１６:３０

＊要予約

問い合わせ ☎０８６３-３１-５６０１
～弁護士・司法書士・行政書士・看護師・社会福祉士等の専門職がなんでも相談をお受けします～
日時／９月２６日(土) １３:００～１６:００ 場所／玉野総合福祉センター(玉野市田井５-２２-１)

放課後児童クラブ 指導員募集！
(嘱託・パート)
玉野市内の放課後児童クラブにて、小学校１年生
から６年生までの児童を保育指導してくださる方
を募集しています。
嘱

託：月給 107,900 円(６時間勤務)

パート：時給

950 円(３時間勤務)

詳細は玉野市社協のホームページを
ご確認ください。

ヘルパー募集！(サービス提供責任者)
①嘱託職員
週５日、フルタイム（8:30～17:15 変動あり）
給与／月給 152,３00 円、資格手当 7,000 円
賞与４.５ヶ月／年(予定)
処遇改善手当 年額 240,000 円（前年実績）
その他、定期昇給、各種手当、各種保険加入あり
②臨時職員
週３日、フルタイム（8:30～17:15 変動あり）
給与／日給 7,３20 円
身体介護手当 660 円、家事援助手当 270 円(1H)
問い合わせ ☎０８６３-３２-４３２２

ご寄附ありがとうございました
【令和２年５月～６月受付分】
小野
井上
藤原

[香典返し]
康彦(日比) 綾子
政子(番田) 定正
伸啓(波知) 克也

承諾をいただいた方のみ掲載しています。(順不同・敬称略)

佐々木 栄(木目) 弘健
三宅 孝子(大崎) 義一
一守家
(梶岡) 君子

[一般寄附]
一畑薬師堂･地蔵会有志(大畑)
八中同窓会(昭和３１年卒)

マスクをありがとうございます！

玉野ロータリークラブ

３

のぞみ園から、マスク２千枚を寄贈いただきました。
玉野市内の児童のために使わせていただきます。
また、玉野ロータリークラブから、マスク１万枚を
のぞみ園からのマスク
寄贈いただき、希望された玉野市内のヘルパー
事業所１５カ所にお渡しさせていただきました。ありがとうございました。

社協だより

包括いきいき通信

№49

令和元年度事業報告
介護予防のお手伝いをします

権利を守ります
毎日を安心して生活できるよう高齢者の皆さん
の権利を守ります。

●要支援の方の適切なサービス利用のお手伝い
介護予防に関するプラン：年間累計７,５５８件

●高齢者虐待への対応

●スキルアップ研修会：４回(計２２０名)

●成年後見制度の活用

(主任介護支援専門員など法定外研修)

●悪質な訪問販売などによる消費者被害の防止

●いきいきお役立ち講座：７８回(計１,４８２名)

相談や悩みにお応えします

暮らしやすい地域をつくります

介護や健康、生活全般について悩みにお応えし、
情報提供やサービスの紹介をしています。

相談件数：４,１５５件
生活困窮
ゴミ屋敷

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

●わがまち福祉相談会(令和元年７月より)
相談件数：４２件(１１地区６４回)
※皆さんの地域で相談会を開催しています

●いきいき百歳体操：新規３ヵ所（計１１６ヵ所）
第３回百歳体操大交流大会：約７００名
●ふれあい・いきいきサロン：
新規０ヵ所(計６１ヵ所)
意見交換会：年１回(３７サロン６７名)
中学校区ミニ情報交換会：５地区７０名
●認知症サポーター養成講座：１５回５８６名
(サポーター累計：８,５９２名)
キャラバン・メイト連絡会：２回 計４４名
認知症研修会：４９名
●医療・保健・福祉相談窓口連絡会：５回
●小地域ケア会議：４地区２３回
互近助ネットワーク会議支援：２５ヵ所４０回
●個別ケース会議：１２回(４８件検討)
●困難ケース会議：７回(７件検討)

わがまち福祉相談会は令和元年７月から始まり、
今では全１１地区１３会場へ広がっています。
少しずつ相談者が増え、「来てよかった」「また
来るね」の声をいただいています。
・月に１度あなたの身近な会場にて開催
・相談無料・予約不要
・オレンジの旗が目印

写真：日比・渋川地区の初日の様子
（令和元年７月２日撮影）

開催場所や日程は、いきいき通信
４月号・地域のチラシ・包括ホー
ムページ・Facebook を見てね

初日の様子
【問い合わせ】
地域包括支援センター(いきいきセンター) 玉野市宇野１－８－８
☎０８６３－３３－６６００

４

