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“ 住民ひとりひとりの参加を基本に
共に支えあう福祉のまちづくりを” No.246

社協ホームページは
こちらから

社会福祉協議会（社協＝しゃきょう）は、市民の参加と協力によって運営され、地域福祉の推進を図る民間の組織です。

ふれあい特集 Vol.72（取組み編）

手で言葉を紡ぐ・言葉の架け橋 ～手話通訳者のお仕事～

手話入門講座で講師をしている‟手話通訳者の風間さん(左)”

手話通訳者は、聴覚に障がいのある人が社会のあらゆる場面で主体的に参加できるように、聞こえる人と
のコミュニケーションをサポートする専門職です。
手話通訳者になるためには、全国手話研修センターが実施する「手話通訳者全国統一試験」に合格後、都
道府県の独自審査に通過し、都道府県や市に登録することが必要です。
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ふれあい特集 Vol.72（取組み編）

手で言葉を紡ぐ・言葉の架け橋 ～手話通訳者のお仕事～

大和市には、手話通訳者が 23 名登録し（令和４年４月１日現在）、様々な場面で活躍されています。

●自治体などの行政機関や、医療機関、講演会などでの手話通訳●

やまと成人式にて

窓口にて

大和市では、聴覚に障がいのある人が日常生活においてコミュニケーションを円滑に図ることができるよ
うに、平日の市障がい福祉課窓口に手話通訳者を配置するとともに、必要に応じて派遣を行っています。令
和３年度は手話通訳者を、市の窓口に 286 日配置し、日常生活に必要な手続きのために延べ 312 人派遣し
ました。聴覚に障がいのある人の日常生活や主体的な社会参加において、手話通訳者はかかせない存在となっ
ています。

●聴覚障がい者との交流●

●手話通訳者の養成●

手話サークル
『なでしこ』にて
やまとボランティアセンターには手話サークル
２団体が登録しています。手話サークルでは、聴
覚に障がいのある人と聞こえる人が手話学習や交
流を行っています。その中で手話通訳者は、サー
クル会員として参加し、手話ボランティアの養成
にも一役かっています。

手話入門講座にて
市の委託事業として、市社協が開催している手
話入門講座と手話通訳者養成講座では、聴覚に障
がいのある人と手話通訳者が講師となっていま
す。住民を対象に手話技術の習得と聴覚障がいに
ついての理解を深めるとともに、手話通訳者の養
成を行っています。

「聴覚に障がいのある私たちにとって、
手話通訳者は、聞こえる人との架け橋で、
なくてはならない存在です」

大和市聴覚障害者協会会長の赤妻さん

問合せ：やまとボランティアセンター
TEL：046 － 260 － 5643
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●市社協情報コーナー●
問合せ：総務課 TEL：046-260-5633

大和市社会福祉協議会会員加入のお願い
～あなたの会費が地域福祉を支えています～

自治会の皆様のご協力のもと
募集しています

◆ 一般会費（一世帯）…年額

300 円

◆ 賛助会費（一口）……年額 1,000 円以上
◆ 特別会費（一口）……年額 5,000 円以上

市社協から直接ご依頼し
募集しています

◆ 自治会外特別会費（会社・企業）
………………………一口 5,000 円以上
◆ 種別会費（団体・施設）
……………………（年額）5,000 円

「会員制度」は、地域福祉を進める主役は住民一人ひとりであるという認識のもとに、会員に加入して
いただくこと自体が地域福祉に参加する方法の一つとして設けられているもので、募金や寄附と同様
に皆様の任意に基づくものです。ご協力をお願いします。

※大和市社会福祉協議会の会員会費は寄附金控除の対象になります。

～身体を痛めないための体操等～

●令和４年度第１回地域福祉活動見学会●
大和市社会福祉協議会では、市社協会員会費の使
途や市社協事業の概要等を市民の皆様方にご理解い
ただくため、次のとおり見学会を開催します。ぜひご参
加ください。
と き:６月16日(木)13：30～16：30
場 所:保健福祉センター４階視聴覚室
内 容:大 和市社会福祉協議会の事業概要説明、桜ヶ
丘中央病院の地域活動等の取り組みについて、
日頃の家事等で身体を痛めないために（軽い体
操等）、手づくりおみやげづくり（作業体験）
定 員:12名（先着順／初参加の方優先）
参加費:無料
申込み:６月９日（木）までに電話で総務課へ。
TEL：046－260－5633
※新型コロナ感染症予防対策を徹底しています
（定期的換気、消毒等)

捨てないで！そのハガキ！

引き続き、書き損じや未使用のハガキ、未使用切手をご寄附ください
平成 28 年 4 月から募集を始めた書き損じハガキは令和 4 年 3
月末現在で 141,297 枚に達し、5,517,960 円を寄附金として
お預かりしました。ボランティア活動や地区社協活動の支援、
『社
協だより』の 発行等、市社協が行う地 域 福 祉 活動に活用させて
いただきます。

未使用切手も
大歓迎です！
！

寄附BOX設置場所

◆中央林間分室（東急スクエア３階）
◆市役所１Fロビー ◆保健福祉センター１Fロビー
◆市内各コミュニティセンター（鶴間会館を除く）
◆市民交流拠点ポラリス ◆文化創造拠点シリウス６F
◆市民活動センター（市民活動拠点ベテルギウス内）
◆大和スポーツセンター ◆ぷらっと高座渋谷
◆桜丘学習センター◆渋谷学習センター
◆大和商工会議所 ◆桜ヶ丘中央病院
◆カットスタジオみどり（二条通り商店街内）
◆大和自動車学校 ◆つきみ野自治会館
◆大和市社会福祉協議会（市役所第2分庁舎内）
◆やまとボランティアセンター（大和市保健福祉センター４F)
◆まごころ地域福祉センター（柳橋２－11)
◆ねっとわ～く福田北協議体拠点「ここさぽ」
※ 住所・氏名等は、あらかじめぬりつぶしてください

広告

防災は一人ひとり
の備えから

大和市イベント
キャラクター
「ヤマトン」

広告掲載を希望
する個人・事業主
を募集中

大和市イベント
キャラクター
「ヤマトン」
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●市社協情報コーナー●

第３回食料支援をいちょう団地で行いました！
３月６日（日）
、大和市南部にある「いちょう団地ショッピング
センター前」にて、生活にお困りの方を対象とした食料支援を行い
ました。11 時開始予定でしたが、１時間前には多くの方が列に並ば
れたため、先着 60 世帯のところを急きょ数を増やし、85 世帯の方
にお米やおかず缶、ふりかけ、レトルト食品、フルーツ缶、トイレッ
トペーパー、洗剤等をお渡しするとともに、こども達にはお菓子や
おもちゃ、ぬいぐるみをプレゼントしました。また、県央大和ケー
タリング協会の協力により、焼きそばと唐揚げのセットもお渡しす
ることができ、多くの方の笑顔がこぼれる一日となりました。
第１、２回目は、中央共同募金会からの助
成を受けて食料支援を行いましたが、今回
は企業や市民の皆さまから市社協へお寄せい
ただいたお米や食料品のおかげで実現しまし
た。
新型コロナウイルス感染症の収束が依然と
して見通せない状況であることから、今後も
食料支援が必要であると感じました。この危
機を乗り越えることを目指して、引き続き地域の方と協力して取り組んでいきます。
‟ もったいないからありがとうへ ” の寄附も引き続きよろしくお願いします。

要

予

約

ひとり親世帯・生活にお困りのみなさんへ
令和４年度第１回食料支援を行います！
日

時：６月 22 日（水）13:00 ～ 18:00

場

所：大和市役所第 2 分庁舎 駐車場（鶴間 1-25-15）

申込み：総務課

TEL:046-260-5633

～もったいないからありがとうへ～
たくさんのご寄附を
ありがとうございました

令和３年度

食料品を寄附していただいた件数

368 件

食料を支援した件数

664 件

提供するもの：米、レトルト食品、ふりかけ、缶詰、乾麺、
カップ麺、油、ジュース、トイレットペーパー、
ティッシュペーパー、洗剤、歯みがき粉、おかし等
※こども服や雑貨、なべ等もあります。
※わたがし、ポップコーンもプレゼント！

６月１日（水）8:30 から電話で受付開始！
先着 60 世帯限定
☞今回はこども食堂 “ たまめし食堂 ”
とのコラボ開催です！
☞キッチンカーもやきそば提供！
※ 当日住所確認ができるもの、
持ち帰り袋をご持参ください。
※ 生活保護受給世帯の方は対象外とさせていただきます。
※ この日に限らず、食料支援のご希望に対応していますので、
ご相談ください。
（注）
ご来所時はマスク着用でお願いします。

コロナ禍で経済的に困り、緊急に食料を必要とす
る方が多くいらっしゃいます。
令和 4 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までに個人や団
体から 57 件の食料品の寄附をいただき、延べ 157
回にわたって生活に困っている方へ支援することがで
きました。
賞味期限が 1 カ月以上ある食料品や贈答品をご提
供ください。
缶詰・米・アルファ米・レトルト食品・乾麺、カップ麺、お菓子等

お預かりした食料品は市社協の自立相談窓口等の相
談者、こども部等への相談者、市内こども食堂へお渡し
し、大変喜ばれています。
引き続きご協力をお願いいたします。

問合せ：総務課

TEL：046-260-5633
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大切にします

あなたの善意

皆さまからの善意の寄附をお待ちしています。ご協力よろしくお願いします。
問合せ：総務課

TEL：046-260-5633

市社協への善意の寄附は、ボランティア活動や地区社協活動の推進、広報活動の充実等、地域福祉を進める上での貴
重な財源になります。金額にかかわらず、皆さまからのご寄附をお待ちしておりますのでご協力をいただきますようお
願いいたします。なお、寄託品についてもご相談ください。
令和 4 年 2 月１日から 3 月 31 日までにお寄せいただいた寄附金は 70 件 956,818 円、寄託品は 159 件でした。
どうもありがとうございました。
（敬称略・順不同）

寄附金をお寄せいただいた皆さま
♦社会福祉のために 藤田勉 2 件 / ㈲太田屋 3 件 / ㈱藤昭印刷興業 / ㈱ BOOKS 太陽堂 / 鹿子嶋マサ子 / 小松睦子 /
ねっとわ～く福田北協議体ここさぽ / 愛の小箱（市社協窓口分）
手作りボランティア絆小屋との協働（鶴間台自治会・相模大塚駅前郵便局・下鶴間郵便局・鶴間駅前郵便局・柳橋郵便局・
上草柳郵便局・福田郵便局・南大和郵便局・桜ヶ丘郵便局・南林間六郵便局・セブン - イレブン大和東 1 丁目店・
セブン - イレブン大和鶴間 1 丁目店・横浜園大和駅ビル店・ひまわりサロン利用者・ジャパンニューアルファエレム・
カフェスプンティーノ•ダン•デ•リヨン・THE HUMMING SPOON・みずたま介護ステーション・
ワーカーズ・コレクティブ想・クレイヨン・ピピー・大和自動車学校・メガネのアキ・明治安田生命保険（相）大和北営業所・
地域家族しんちゃんハウス・大和市社協）/ 書き損じはがき（5,816 枚分）/ 匿名 11 件
♦障がい福祉のために 岡田 稔 / 鈴木トシ子

♦指定寄附

匿名 2 件…こども食堂プロジェクト＠やまとへ / 匿名…サウンドテーブルテニスへ

寄託品をお寄せいただいた皆さま
穴澤美穂…ハンドジェル等 /薄井さゆみ…子ども用おむつ、文房具等 /㈱アペックス…トイレットペーパー 400ロール /
西鶴間子供会…カードゲーム等 /菅谷美恵…絵本等 /田辺潤…不織布マスク等 /志賀ツヤ子…ぬいぐるみ /
ただし

生田直 ...ランドセル /明治安田生命保険
（相）大和北営業所…マスク等 /三竹美杉…玩具等 /
平本松恵…シーツ等 /カットスタジオみどり…シール /小田洋子…炊飯器等 /

りょういち

イトーヨーカドー労働組合大和鶴間支部…書き損じはがき /和興建清 (株）…ふきん /日比 良 一…紙おむつ /
れい か

石井千恵子…着物 /今村玲嘉…車いす等 /

かないし

金石文夫…紙おむつ等 /山本芳樹…シャワーチェアー等 /
と まる

やすのり

大和のぎく作業所…冷蔵庫等 /森村栄子…トイレットペーパー等 /都丸慶介 ...フェイスシールド /川尻裕功…車いす /
松永富子…洗剤等 /(株）セブン -イレブン ･ジャパン大和地区事務所…ハンドソープ /浅川宏信 ...未使用はがき /
小島奈津子…ジャージ /小林一雄…未使用切手 /使用済み切手…勝俣文雄、和興建清 (株）、匿名
匿名：72件…手作り品
（マスク、マスクカバー、マスクケース、エコバッグ、箸袋、小物入れ）、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、掃除機、
扇風機、テレビ、電子レンジ、オーブントースター、電気ポット、ガス台、加湿器、ホットカーペット、簡易ベッド、踏み台、
布団、毛布、シーツ、下着、不織布マスク、車いす、大人用紙おむつ・パッド、玩具、ぬいぐるみ、子ども服、かばん、衣類、
バッグ、靴下、Tシャツ、文具、図書カード、歯磨き粉、ハンドクリーム、洗剤、生理用品、布地等

～もったいないからありがとうへ～

にご協力いただいた皆さま

（保存食・米・レトルト食品等）

かないし

穴澤美穂、小倉恵子、金石文夫、松永富子、山本芳樹、㈱悠煇ドキわくランド大和駅前店、(株）朝日、ロゼホームつきみ野、
JCOM(株）
、明治安田生命保険
（相）大和北営業所、大和市仏教会、TMP㈱、カットスタジオみどり、
(株）セブン -イレブン ･ジャパン大和地区事務所、
第一大鶴会、匿名 34件

※大和市社会福祉協議会への寄附は、寄附金控除（所得控除か税額控除を選択できます）の対象になります。
詳しくは、
市社協総務課へご連絡いただくか、ホームページをご覧ください。

令和３年度 大和市善意銀行に寄せられた寄附金

合計 434 件

9,254,322 円

社会福祉のために	 400 件
障がい福祉のために

7,464,602 円

15 件

86,000 円

こども食堂等へ
（指定寄附） 19 件

1,703,720 円

令和３年度 大和市善意銀行に寄せられた寄託品

合計

1,082 件

寄託品は福祉施設や障がい福祉サービス事業所、地域
包括支援センターの対象者等に利用していただきました。
そのうち食料品の寄附は 368 件で、自立相談窓口や
緊急生活資金の借受相談者の他、福祉施設、こども部か
らの紹介者、市内の『こども食堂』へ提供しました。
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2回

こころ

【心から】

2回

ひだりておやゆび

【ありがとう】

2回

こうがわ

た

みぎて

ひとさ

ひだりてこう

みぎてこゆびがわ

右手掌を下に向けて水平

立 てた左 手親指の甲 側を

立てた右手の人 差し

左手甲に右手小指側をのせ

に半円を描く

右手掌で手前へ2回たたく

指側を顎に当てる

上にあげながら頭を下げる

はんえん

えが

みぎててのひら

てまえ

かい

ゆびがわ

あご

うえ

あたま

さ

復習
前 号 は、
「地域の・人々との・つながり
を・絶 や さ な い 」で し た。社 協 ホ ー ム
ページの社協だより二百四十五号を
チェックしてね。

2回

みぎててのひら

、

し えん

【皆さんの】

福祉作文を募集します

大和市福祉推進委員会では、
「思いやりの心」
「いたわりの心」
「やさしい心」など福祉の心を考えていただくとともに、
大和市「福
祉の日」（10 月 15 日）を知っていただくことを目的に福祉作文を募集します。
１．作文テーマ
５．その他
「日頃、

福祉について感じたこと、考えていること、体験したこと」
・優秀作文については、
10 月8 日（土）に行われる「福祉の日」
２．募集対象
の集いで表彰され、市のホームページなどに掲載されます。
・提出作品は返却しません。
大和市内に在住・在学の小学校４年生から高校３年生まで
６．原稿締切 8月30日（火）必着
３．原稿枚数 400字原稿用紙３枚以内
※原則手書き
（手書きが困難な場合のみ、
パソコンでの作成可） ７．応募先・照会先 大和市福祉推進委員会事務局
※ 必ず最初の３行に題名、学校名・学年・クラス、氏名を明記
健康福祉総務課 地域福祉係 益山・稲木
してください。
住所：〒242-0004 大和市鶴間1-31-7
４．作文の提出
（大和市保健福祉センター内）
TEL：046-260-5604 FAX：046-262-0999
・市内の学校に通っている方については、学校に提出してくだ
さい。
・大和市内にお住まいで、大和市外の学校に通っている方につ
＊ 受賞者は、お名前、学校名等が公表されますので、
予めご了承ください。
いては、直接郵便で応募先までお送りください。

リレーで紹介！

まちの身近にある
“働くところ・居場所”

医療法人 正史会
大和市地域活動支援センター “

障がいのある人が働く場所・居場所をおススメとともに紹介します。

私たち、応援しています

ポピー ”

くるみ訪問看護リハビリステーション
小泉綾子さん

住 所：大和東 3-15-5 カミザワ店舗 2 階
ＴＥＬ：046-244-6891/070-1002-2022
https://yamato-poppy.jimdofree.com/

町の中の、 ほっとひと息つける場所
話がしたい、相談したい、居場所がほしい、何か活動
してみたい…。
こころの病を持っている人が安心してその人らしく過
ごせるような場所作りを目指しています。

たくさんの方々に慕
われているポピー！
地域のオアシスとし
ての大活躍、応援し
ています！

次回は、
「福祉創造スクウェア すぷら｣ です

※ふくしのこころみ～つけた！「暮らしの探検隊」は今号お休みします。

広告

フェイスブック、
地道に更新中

大和市イベント
キャラクター
「ハートン」
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大和市子育て支援センター情報
※会場はまごころ地域福祉センター 2 階です。

子育て支援センターサロンは月～土（祝日を除く）9:00 ～ 16:00（電話予約制） 未就学児が遊べる場所です
集い 産後すぐのママとプレママのおしゃべりの場

ほや＊ほや

集い

0-38 ママのつどい

日 時： 6月7日
（火）10:00 ～ 11:30
ダブルケア、
日 時：①6月23日
（木）②7月28日（木）③8月25日（木） 内 容：育児ワンポイントアドバイス、
参加者同士の交流、
情報交換等
13:30 ～ 15:00
内 容：育児不安の軽減を目的とした情報交換と交流
講 師：大和市保健師
親子のふれあい遊び
対 象：38歳以上で第1子を出産した母と子（1歳まで）
対 象：①令和4年3,4,5月生の母子、
安定期に入った妊婦
38歳以上で出産予定の妊婦
10組
（先着順）
②令和4年4,5,6月生の母子、
安定期に入った妊婦
申込み
受付中
③令和4年5,6,7月生の母子、
安定期に入った妊婦
各6組
（先着順）
持ち物：バスタオル、授乳ケープ（必要な方）
※講座への参加は対象児に限ります
申込み ①受付中②6月15日(水)～③7月15日(金)～

集い ママのためのおしゃべりの場

ちぇりー・かふぇ

集い ママのための交流の場

ポニョ∞ポニョ

日 時： ①7月7日
（木） ②8月４日
（木） 10:30 ～ 11:30
内 容：育児不安の軽減を目的とした情報交換と交流
親子のふれあい遊び
対 象： ①令和3年10,11,12月生の母子
    	
②令和3年11,12月、令和4年1月生の母子
各6組
（先着順）
持ち物：バスタオル、授乳ケープ（必要な方）
申込み ①6月15日(水) ～ ②7月15日（金）～
相談

身体測定・育児相談

日 時：6月28日
（火）9:30 ～ 10:30
内 容：乳幼児の身体測定と育児相談（希望者のみ）
<相談担当>保健師、栄養士、保育士
予約・問合せ 大和市役所こども部すくすく子育て課
		
学び

TEL:046-260-5609

家族支援講座
「パパと楽しむベビーマッサージ」
～もちろんママでも大丈夫！～

日 時：7月23日
（土）10:30 ～ 11:30
内 容：ベ ビーマッサージを学びお子
さんと触れ合いながら絆を深
める。
講 師：緒方 敦子 氏
対 象：歩き出し前の子とその父親（母親の見学・母親
のみの参加も可） 6組
（先着順）
申込み 6月20日
（月）～

内 容：参加者同士の交流・情報交換
対 象：ふたご、
みつごの親子
（妊娠中も可）
各6組
（先着順）
申込み 随時
（前日までに）
学び

家族支援講座
「みんなの子育て」
～パパたちの座談会編①～

日 時：7月2日
（土）10:00 ～ 11:45
内 容：子 育てのことや夫婦のこと等語り合う参加
者同士の交流がメインの講座
講 師：子育て支援センター
臨床発達心理士・保育士 中川 紀子
対 象：未就学児を持つ父親
参加費： 無料 15名
（先着順）
申込み 受付中

子どもにかかわるボランティア、
集まれ！
ボランティア実践講座
日 時：7月26日
（火）10:00 ～ 12:00
内 容：子どもに関わるボランティア活動に役立つ
遊びの習得
（親子遊びの紹介や制作など）
対 象：子どもに関わるボランティア活動中、また
は活動予定の方、お
子様もご一緒に参
加いただけます。
15組
（先着順）
申込み  6月20日
（月）～

＊参加費はすべて無料です。＊申し込み及び問合せは、子育て支援センターへ ＴＥＬ 046-267-9985
＊申し込み開始当日は、10：00 〜の受付となります。

※新型コロナウイルス拡大防止のため、サロンや講座等が中止になる場合がありますのでご了承ください。

日 時： ①7月8日（金）（個別）
9:30 ～ 10:30・10:30 ～ 11:30
②8月12日（金）（グループ）10:00 ～ 11:30
集い ママとベビーの友達づくりの場 バブちゃんとあそぼ！ 内 容：母親がかかえる育児に対する不安やストレス
を軽減する場、母親同士の情報交換等
日 時：①7月12日
（火） ②8月9日
（火）10:30 ～ 11:30
（グループトークの会と個別の会があります）
内 容：育児不安の軽減を目的とした情報交換と交流
＊保育有り（定員各1 ～３名）
親子のふれあい遊び
申込み 随時
（前日までに）
対 象：①令和４年1,2,3月生の母子
②令和４年2,3,4月生の母子
集い ふたごちゃん・みつごちゃんのつどい
各6組
（先着順）
TWINKLE☆スター
持ち物：バスタオル、
授乳ケープ
（必要な方）
日 時： ①6月21日
（火）②7月19日
（火）
申込み ①6月15日
（水）～ ②7月15日
（金）～
③8月16日
（火）10:30 ～ 11:30
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夏休み福祉体験チャレンジ学習

～「選ぶ」「学ぶ」「体験する！」夏にしかできない体験がココにはある！～
やまとボランティアセンターでは中高生が夏休みの期間を活用して体験や見学ができる事業を企画してい
ます！ボランティア団体・障がい者・こどもなど活動の幅は無限大！きっとやりたいことが見つかります！
体験 ー
ュ
メニ

子育て支援センターでの体験

障がい者施設での体験

車イス清掃体験

防災施設の見学

◇◆◇◆日程など◇◆◇◆

※新型コロナウイルス拡大防止のため、講座等が中止になる場合がありますのでご了承ください。

[Step1]オリエンテーション（必須）：7月26日（火）
10:30 ～ 12:00
[Step2]体験期間：7月27日（水）～ 8月18日（木）
[Step3]修了式：8月19日（金）10:30 ～ 12:30

※体 験日程・内容の詳細や申し込みにつ
きましては、やまとボランティアセン
ターまでお問合せください。

※場所は大和市コミュニティセンター鶴間会館を予定

対

象：市内在住在学の中学生及び高校生

申込み・問合せ：「大和市社会福祉協議会 やまとボランティアセンター」
TEL:046-260-5643 FAX:050-3730-9430 申込み締め切り：7/13（水）

●認知症サポーター養成講座●

●社協職員募集●

師:認知症キャラバン・メイト
（福田北地域包括支援センター職員）
と
き:６月12日（日）10:00～11:30
と こ ろ:大和市まごころ地域福祉センター ２階
		 （柳橋2-11）
		
※子育て支援センター入口からご入館くだ
さい
		
※駐車場はございません（応相談）
対
象:定員10名（事前申し込み／参加費無料）
		
・現在、ご家族の介護や身の回りの支援を
している人
		
・今回のテーマに関心のある人
問 合 せ 福田北地域包括支援センター
:
申 込 み（まごころセンター）TEL:046-267-9992
※感染症拡大の影響によって開催できない
場合は、資料を送付する方法に替えさせ
ていただきます。

生きがい対応型デイサービス事業
「ひまわりサロン」
（非常勤 / 臨時職員）

講

募 集 職 種:①介護職②看護職
資格要件等:①介護福祉士または介護職員初任者研修修
了者 ＊要運転免許
		
②看護師
職 務 内 容:①ひまわりサロンでの介護予防プログラム
等運営スタッフ
		
②ひまわりサロンでの看護業務
勤務時間等:月～土の週２日程度
		 （9:30～15:00の間の5時間）
応 募 方 法:電話にて随時応募。
		
応募時に面接日程を調整。
そ の 他:詳細は本会ホームページを
ご覧ください。
問 合 せ:生活支援課 TEL：046-260-5634

発行 社会福祉法人 大和市社会福祉協議会
編集 広報委員会
            大和市鶴間一丁目25番15号 大和市役所第 2 分庁舎内
   TEL:046-260-5633 FAX:046-263-2446
E-mail : vc@yamato-shakyo.or.jp
URL : http://www.yamato-shakyo.or.jp/

大和市社会福祉協議会

大和市社協

検索

◎社協だよりへの広告掲載募集！
お問い合わせは、やまとボランティアセンターへ
（TEL : 046-260-5643 FAX : 050-3730-9430）

※次号の発行は 8 月 1 日です。

掲載したい情報は、6 月 23 日（木）までにお寄せください。
●この広報紙の財源には共同募金の一部をあてています。

