
12月30日、市内85歳以上のひとり暮らしのお年

寄りを対象に、見守りや安否確認等を目的に、お

せち料理をお届けしました。

『コロナ禍での自粛生活の中、お正月気分を味わ

うことができてうれしかった』と感謝の言葉が寄

せられました。

※社協だよりでは「社会福祉協議会」を「社協」と表記しています。
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赤い羽根共同募金 〈敬称略〉

職　域　募　金
市役所・教育委員会（46カ所） 49,958円
社会福祉協議会（12カ所） 19,184円

小計 58カ所 69,142円
社協管理施設募金箱

笠懸老人憩の家 600円
かたくりの湯 1,813円
障害者福祉センター 150円
第１親老児童館 229円
第２親老児童館 1,628円
第１笠懸東学童クラブ 759円
第２笠懸東学童クラブ 835円
厚生会館 4,000円
大間々老人憩の家 400円
老人福祉センター 303円

小計 10カ所 10,717円

戸　別　募　金
みどり市全域 14,722世帯 4,355,970円

小計 14,722世帯 4,355,970円
学校募金（児童・生徒・教員より）

笠懸東小学校 16,441円
笠懸北小学校 17,937円
笠懸中学校 13,935円
大間々南小学校 10,396円
大間々中学校 22,474円
大間々東中学校 10,339円

小計 ６校 91,522円
団　体　募　金

みどり市民生委員児童委員協議会 57,500円
小計 １件 57,500円

共同募金会みどり市支会では、10月から12月の共同募金月間に募金運動を実施して、市民のみなさ
んをはじめ大勢の人から善意の募金をお預かりしました。
コロナ禍の大変な中ご協力いただきありがとうございました！！

　合　計　　4,584,851円　

　　赤い羽根共同募金の使途　　
みなさんからお預かりした募金は、一度群馬県共同募金会へ送金し、翌年度に募金額の

50％が市内の保育園、認定こども園、学童保育所、地域活動支援センター、こども食堂、各
町福祉部会長会、みどり市社協が実施する福祉事業へ配分され、残りの50％は県内民間社会
福祉施設が実施する福祉事業へ配分されます。

※市内の母子・父子世帯を対象とした事業について、新型コロナウイルス感染拡大のため中止とさせていただきました。
なお、中止に伴う経費として参加費返金手数料（2,310円）のみ使わせていただきました。
※地域歳末たすけあい運動実施の事務費（41,166円）として募金の一部を使わせていただきました。
※差額（919,993円）については一度群馬県共同募金会へ送金し、次年度の社協が実施する各種福祉事業へ配分されます。

　　地域歳末たすけあい募金の使途　　

市内の障がい児・者福祉施設で実施
された、クリスマス会等の歳末行事
の経費の一部を助成しました。
　対象者数：30カ所　709人
　配 分 金：567,960円

市内70歳以上のひとり暮らしのお年寄
りへ民生委員が中心となって福祉の情
報を盛り込んだ2021年の福祉カレン
ダーを贈りました。併せて、85歳以上
のひとり暮らしのお年寄りへ年末にお
せち料理を贈りました。
<おせち料理>
対象世帯：272世帯
配 分 金：895,235円

<福祉カレンダー>
対象世帯：1,400世帯
配 分 金：97,460円

市内の保育園、認定こども園、幼稚
園、学童保育所及びこども食堂で実
施されたクリスマス会等の歳末行事
の経費の一部を助成しました。
　対象者数：24カ所　2,351人
　配 分 金：835,480円
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戸　別　募　金
みどり市全域 14,227世帯 2,867,556円

小計 14,227世帯 2,867,556円
学校募金（児童・生徒・教員より）

笠懸小学校 40,920円
笠懸南中学校 17,892円
大間々北小学校 16,347円
大間々南小学校 9,674円
大間々東小学校 7,828円
あずま小学校 7,824円

小計 6校 100,485円
法人・個人募金

桂建設（株） 13,689円
匿名 200,000円
匿名 22,210円

小計 3件 235,899円

地域歳末たすけあい募金 

みどり市社協会費 

〈敬称略〉

令和３年１月５日現在

職　域　募　金
市役所・教育委員会（44カ所） 45,940円
社会福祉協議会（12カ所） 18,153円
障がい児・者福祉施設（26カ所） 44,224円
児童福祉施設・団体（16カ所） 41,121円

小計 98カ所 149,438円
団　体　募　金

心配ごと相談員一同 4,000円
小計 1件 4,000円

社協管理施設募金箱
笠懸老人憩の家 100円
かたくりの湯 50円
障害者福祉センター 156円
第1親老児童館 108円
第2親老児童館 176円
第1笠懸東学童クラブ 183円
第2笠懸東学童クラブ 1,052円
老人福祉センター 401円

小計 8カ所 2,226円

助け合いの心（募金）は地域のつながりを絶やしません

このほかにもいろいろな事業活動に活用しております。

令和２年度みどり市社協会費のお願いに関して、多くの市民のみなさんからご
協力いただきありがとうございました。お預かりした会費は、住民福祉のために
本会が実施する地域福祉事業や本会の運営等に活用します。
今後ともみどり市社協へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

地域福祉活動推進事業
住民のみなさんが主体となって

活動する地域福祉活動
清掃活動（道路愛護）・防犯パトロール
敬老行事・介護予防サロン 等

心配ごと相談事業
あらゆる心配ごとに応じる

一般・弁護士相談
相談者の社会生活の支援と福祉の向上

福祉教育推進事業
小中学校主体で取り組む
福祉教育・体験活動

校内の環境美化活動・花の植栽
清掃活動・あいさつ運動 等

福祉車両貸出事業
介護を要する高齢者や障がい者への
車いす乗車対応自動車の貸し出し
在宅生活の支援と社会参加の機会の提供

特別会費 14世帯 28,000円
一般会費 14,976世帯 7,489,000円
合　　計 14,990世帯 7,517,000円

相談

栽

　合　計　　3,359,604円　
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このほかにも
かたくりの湯／第１・２親老児童館／第１・２笠懸東学童
クラブ／障害者福祉センター／各地区地域包括支援セ
ンター／各地区介護事業所／大間々老人憩の家／高齢
者生活福祉センター

も社協が運営しています。
※かたくりの湯は３月末まで社協が運営します。

“社会福祉協議会”のことを略して「社協」と呼んでいます。
みなさんが暮らしている地域では、ちょっとした助けを必要としている人や困りごと
を抱えている人などがいます。そういった人たちの問題解決のお手伝いをし、誰もが暮
らしやすいまちをつくる活動をしているのが「社協」です。
つまり、、、

◎地域で困っている人たちの相談先となっています。
・生活する上での困りごとがある場合、適切な相談先につないだり、問題解決のお
手伝いをします。また、心配ごと相談日を設けており無料で相談に応じています。

◎高齢者や障がい者・子どもを守り支える仕組みづくりをしています。
・車いすや福祉車両、各種軽スポーツ用具やイベントで使用する機材などを貸
し出しています。判断能力が不十分な人の金銭管理も行っています。

◎みなさんが安心して暮らせる地域づくりをしています。
・区長会や民生委員児童委員、福祉部や各関係団体・機関と連携をとり情報交
換や情報提供を行い、地域の課題解決に取り組んでいます。

☆この他にも災害が起きた際の支援などさまざまな活動を行っています。 
　詳しくはみどり市社協のホームページを確認ください！！

本所（笠懸老人憩の家）
笠懸町鹿250番地

大間々支所（厚生会館）
大間々町桐原81番地２

東支所（老人福祉センター）
東町花輪114番地３

ふ く しだんのだんの
をサポートする民間の非営利団体です。をサポートする民間の非営利団体です。

▼ 社協はどこにあるの ? ▼

らしのらしの あわせあわせ

☆気になることがあれば、ぜひ問い合わせください！
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車いすの人が通院通所、入院入所、退院退所など日常生活で必要な時に貸し出しています。
■貸出対象
　みどり市在住で、次のいずれかに該当する人
　・介護を必要とする高齢者
　・身体障害者手帳を持っている人
　・けがや病気により一時的に車いすで日常生活を送っている人
■貸出期間　１回あたり３日以内　１か月間に３回まで

■貸出車両　フレアワゴン（本所）／N－BOX＋（大間々支所）／ハイゼット（東支所）
　　　　　　みどり市社協のホームページに申請書を掲載しています。　※PDF形式でダウンロードできます。
■利用料金　無料　※ガソリンは満タンで返却してください。
■問合せ先　みどり市社協　本所 76－4111　大間々支所 72－4054　東支所 97－2828

イベントテント スクリーン・プロジェクター 囲碁・将棋・上毛たるた

今までの軽スポーツ用具の貸し出しだけでなく、イベントテントやスクリーン・プロジェクターな
どのイベント用具の貸し出しも始めました！！ぜひ、気軽にご利用ください！！

■貸出用具
軽スポーツ用具各種、イベントテント、
スクリーン・プロジェクター等
みどり市社協のホームページに貸出用
具の一覧や申請書を掲載しています。
※PDF形式でダウンロードできます。
※４ページのQRコードから確認できます。

■貸出対象　・構成員の過半数がみどり市に在住する団体
・みどり市内の社会福祉施設
※営利目的、政治的または宗教的活動に使用、用具の使用
が１週間以上の長期に及ぶ場合には貸し出しできません。

■貸出期間　１週間以内
■利用料金　無料 ※用具の運搬費用などは自己負担となります。
■問合せ先　みどり市社協　本所 76－4111

失業や離職等により
生活にお困りのとき

生活困窮者自立相談支援機関（みどり市役所社会福祉課内）

76－0975 月曜日～金曜日８：30～17：15
 　（土日祝日、年末年始を除く）

障がい児・者の生活で
お困りのとき

みどり市障害者福祉センター　相談支援事業所

76－4700 月曜日～金曜日　９：00～17：00
 　（土日祝日、年末年始を除く）

お年寄りの生活や
介護でお困りのとき

みどり市地域包括支援センター
　笠懸　（障害者福祉センター内）47－7551
　大間々（厚生会館内）　　　　　47－7552
　東　　（老人福祉センター内）　47－7553
　月曜日～金曜日　8：30～17：30（土日祝日、年末年始を除く）

高齢者の介護予防や
福祉サービスなどに
ついて知りたいとき

みどり市在宅高齢者支援機関
　笠懸地区　　76－4111
　大間々地区　72－4055
　東地区　　　97－3737

月曜日～金曜日　8：30～17：30
（土日祝日、年末年始を除く）

車いすをもっていな
い人には車いすの貸
し出しも可能です。

（5）社協だより　第58号



令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によってボランティア活動に苦慮した人もいる
と思いますが、日々感染症予防対策をしながら活動に取り組んでいることに感謝いたします。
　ボランティアセンターでは令和３年度もボランティア登録・活動保険を受け付けています。活動中
のケガや事故への備えだけではなく、新型コロナウイルス感染症への備えとしても保険の加入
を勧めています。

　個人・グループのボランティア登録を随時
受け付けています。登録された人には、活動
についての相談、活動先の紹介などをしてい
ます。だれでも登録できますので、気軽に問
い合わせください。

　ボランティア活動には予想もしないケガや事故がつきものです。
また、現在は新型コロナウイルス感染症の危険もあります。
　ボランティア活動中の自分自身・他の人を守るため、活動を始める前に、
必ずボランティア活動保険に加入しましょう！！一つの団体で加入すれば
他の団体での活動も補償されます。

年間保険料
（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

基本プラン 天災・地震補償プラン

350円 500円

■問合せ先
　みどり市社協ボランティアセンター 76－4111
■ボランティア登録・各種保険加入受付窓口
　みどり市社協　本所 76－4111　大間々支所 72－4054　東支所 97－2828

… 義援金を受け付けています …… 義援金を受け付けています …
現在、以下の義援金を窓口で受け付けています。義援金は、群馬県共同募金会を通じて各被災地の

共同募金会へ送られ、被災地の復興と被災者の支援に役立てられます。
詳細については、みどり市社協のホームページを確認ください。 

＜義援金の名称と受付期限＞
名　称 受付期限

令和２年７月豪雨災害義援金
　熊本県、福岡県の各共同募金会と中央共同募金会

令和３年３月31日

令和元年度台風19号災害義援金
　宮城県、長野県、福島県の各共同募金会と中央共同募金会

令和３年３月31日

平成28年熊本地震義援金 令和３年３月31日

平成30年７月豪雨災害義援金
　岡山県、愛媛県、広島県の各共同募金会と中央共同募金会

令和３年６月30日

重
要

　補償内容の「特定感染症補償」に新型コ
ロナウイルス感染症が追加され、ボランティ
ア自身がボランティア活動中に特定感染症
を発症した場合に補償されます。

令和２年度も
わずかですが、

受け付けています！
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●『動かない時間を減らそう！ちょっとした運動で体を守ろう！』
座っている時間を減らしましょう。
筋肉を維持しましょう。
関節が固くならないように気を付けて。
～足踏み・腿上げ・ラジオ体操などを習慣にしましょう～

●『バランスの良い食事！しっかり食べて栄養を！』
免疫力を維持をするために、食生活で身体の調子を整えましょう。
筋肉を作るのに大切な栄養素のタンパク質をしっかりとりましょう。
～タンパク質の多い食品は、肉類・魚介類・卵・大豆製品・乳製品です～

●『お口を清潔に保とう！しっかり噛んで、できれば毎日おしゃべりを！』
お口の周りの筋肉を保ちましょう。おしゃべりも大切です。
鼻歌を歌う、早口言葉もおススメです。
お口を清潔に保つことが、インフルエンザや
新型コロナウイルス等の感染症予防にも有効です。
～食事前に口を大きく開けて動かす「あ・い・う・べ」体操
　　　　　　　　　　　　　　　　　食後の歯磨きを忘れずに～

●『家族や友人との支えあいが大切です！』
外出しにくい今の状況こそ、家族や友人と互いに支えあい、
電話などを利用した交流をしましょう。
～電話で話したり、ご近所に声をかけるなど交流を大切にしましょう～

こんなこと感じていませんか?

こうなる前に 自分で何をしたらいいのかな？

第４回 おうちでできる介護予防教室

気づいたら…

動かない毎日

ずっと家に閉じこもり。
一日中テレビを見たり、
ぼーっとしていたり…

食事もたまに
抜いてしまう…

誰かと話すことも
少なくなった…

　　 　　　　 　　

あれ！ あれ！ 
フレイル！？フレイル！？

※ご近所にお出かけの際も感染症予防対策を忘れずにお願いします。

フレイルとは「加齢とともに心身の活力が低下した状態」のことを言います。

あ～ い～ う～ べ～
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☆行事を通じて、障がいのある人の社会参加の推
進を図るとともに、保護者同士の交流や親睦、意
見交換を行っています！一緒に活動しましょう。
■入会資格…市内在住で心身障がい児・者を療育

している人
■年 会 費…1,000円
■主な活動
バーベキュー交流会、ブルーベリー狩り、料理
教室、クリスマス会、福祉パレード(知的障害
者福祉月間啓発運動)参加 等

☆一泊二日の旅行やボウリング大会、講習会など
の行事を通じて親子同士や世代間交流を行ってい
ます。一緒に思い出を作りませんか。

■入会資格…市内在住で母子・父子世帯の人
■年 会 費…1,000円
■主な活動
親子ふれあい交流事業（一泊二日の旅行、講習
会）、会員親睦旅行、若年ひとり親家庭等の集
いへの協力、若年ひとり親家庭との交流会（ボ
ウリング大会） 等

☆様々な行事を通じて交流し、身体機能の回復や
維持増強を行っています。見学だけでも大歓迎で
す。お待ちしています。

■入会資格…市内在住で18歳以上の身体障害者手
帳を持っている人

■年 会 費…1,000円
■主な活動
体育大会、グラウンドゴルフ交流会、視察研修旅
行、日帰り歩行訓練、喫茶ぺちゃくちゃの運営 等

☆健康増進・介護予防・仲間との親睦を深めるた
め活動しています。どの活動も活気づいています。
一度見にきませんか。
■入会資格…市内在住で60歳以上の人
■年 会 費…1,000円

※区によって金額が変わることがあります。

■主な活動
グラウンドゴルフ大会やスマイルボウリング大
会等の各種スポーツ、カラオケや踊りの芸能発
表、ひとり暮らし高齢者等への友愛訪問、地域
清掃等の奉仕活動、交通安全教室 等

♪興味のある人は、ぜひ問い合わせください♪　　みどり市社協　本所 76 － 4111

料理教室

体育大会

親子ふれあい交流事業（講習会）

福祉パレード

喫茶ぺちゃくち
ゃの運営

若年ひとり親
家庭等の

集いへの協力

スマイルボウリング
大会 料理教室
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善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けております。　◆大間々支所 72－4054　◆東支所 97－2828

〜
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日
日

○寄贈物品の払い出しの報告○
　寄贈いただいた物品は、地域の中で展開されている介護サービスや
介護予防事業等に一部払い出し、活用いたしました。

ペットボトルキャップ・プルタブ回収
についてのお願い

★醤油やお酒等の大きめなキャップや金属
製のキャップ
★濡れていたり、泥・虫等が付いて汚れが
激しいもの

については、回収をお断りする場合もあります。
　また、キャップ・プルタブ・切手は、混ざるこ
とのないよう、必ず別の袋や容器にいれてくださ
い。ご協力をお願いいたします。

ペットボトルキャップは
現在 10,864,850個 です

8,406人分の
ポリオワクチンになります！！

プルタブは
現在 619.2㎏ です
あと980.8㎏で

車いす１台と交換されます

善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けています。　◆大間々支所 72－4054　◆東支所 97－2828

金銭の部
・小林敏夫 100,000円
・笠懸ゴルフクラブ 101,392円
・西地区ゴルフ愛好会 23,100円

・笠懸町第8区福祉部 2,669円
・匿名 5,740円
・匿名 30,000円

その他物品
・新井敏子 紙オムツ1パック、尿取りパット2パット
・森田峯治 蛍光灯・文具多数
・笠懸町商工会女性部 タオル203本
・一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会　桐生支部 カレンダー140本
・匿名 下着6点

ペットボトルキャップ・プルタブ・使用済切手・使用済カード・ベルマーク・その他
・阿左美美枝子
・阿佐見恵
・新井モト子
・石井誠樹
・石原京美・理子
・石原啓子
・伊藤澄江
・井野口宙・遥・爽
・今泉茂子
・岩崎やへ
・江森堅治
・遠藤美江子
・大澤シゲ子
・大澤久子
・大塚武男
・小熊まさ江
・小野美和
・金井正良
・金子文子
・金子喜久江
・金子直枝
・木村喜代子

・木村雅和
・桐木孝平
・越塚蒼來
・小林澄江
・小堀陽子
・小峰桃子
・齋藤守男
・サカトミ
・重田好一
・品川久夫・多恵子
・清水美幸
・白井彩乃・健太
・関口和一郎
・田中道子
・田村秀子
・土谷芳治
・友永敦子
・永島久子
・萩原凛香
・日野和子
・星野カツ江
・星野たま子

・松井洋子
・松島福夫
・三澤衣江
・宮田善一
・宮正江
・森田美来
・山﨑登喜子
・東さざなみ会
・大間々4区婦人会
・大間々7区婦人部
・大間々南幼稚園
・笠懸小学校
・笠懸町商工会女性部
・笠懸町花の会
・笠老ゲートボール愛好会
・桂建設㈱
・㈱大間々ゴルフ倶楽部
・㈱上州
・9区グラウンドゴルフ部
・傾聴ボランティアゆりの会
・げんき倶楽部
・弘知

・国保診療所
・さわやかクラブ
・社会福祉法人
　　　あざ美会エコー
・手話愛好会
・シルバー気功太極拳
・シルバー人材センター
　　　東支所
・大星自動車
・手をつなぐ育成会
・徳野理容室
・とまり木
・日望会労働組合
・ボートレース
　　　桐生警備員一同
・みどり更女大間々支部
・美幸会
・明治安田生命
・渡辺建材
・匿名15名

※現在、ペットボトルキャップ選別ボランティアは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止しています。

善意銀行善意銀行 あたたかいあたたかい ありがとうございますありがとうございます
お寄せいただいた善意は、みなさんの趣意に添って市内の福祉施設や各種福祉事業で
活用させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

▲笠懸町商工会女性部（左）

（9）社協だより　第58号



■問合せ先　みどり市社協 本所 76－4111

　　弁護士無料相談　　弁護士無料相談
左記○○印の日程の13:00～15:00になります

要予約

生活・福祉・金銭・家庭の問題など生活の中でのあらゆ
る悩みごとや心配ごとについて相談に応じます。気軽に
相談してください。

○笠　懸 (みどり市社会福祉協議会 本所)
みどり市笠懸町鹿250番地（みどり市笠懸老人憩の家）
TEL：0277－76－4111　FAX：0277－76－2828

○大間々 (みどり市社会福祉協議会 大間々支所)
みどり市大間々町桐原81番地2（みどり市立厚生会館）
TEL：0277－72－4054　FAX：0277－72－4082

○　東　 (みどり市社会福祉協議会 東支所)
みどり市東町花輪114番地3（みどり市高齢者生活福祉センター）
TEL：0277－97－2828　FAX：0277－97－3738

■ 〒379－2313  みどり市笠懸町鹿250番地
■ TEL（0277）76－4111　FAX（0277）76－2828
■ ホームページ　http://md-shakyo.jp/
■ メールアドレス base-offi  ce＠midori-shakyo.or.jp

◆みどり市社協だよりについての感想・問い合わせは …

次号（第59号）は令和３年７月発行予定です（年４回発行）
＊本紙では、障がいのある人の人権をより尊重するため、法令や固有名称等を除いて「障害」ではなく、「障がい」と表記しています。

社会福祉法人

みどり市社会福祉協議会

期　日 会　場 時　間 弁護士相談

４月

5日(月) 笠懸 9:00～15:00
12日(月) 東 13:00～15:00 ○
15日(木) 大間々 13:00～15:00
26日(月) 笠懸 9:00～15:00

５月

6日(木) 笠懸 9:00～15:00 ○
10日(月) 東 10:00～12:00
17日(月) 大間々 13:00～15:00
25日(火) 笠懸 9:00～15:00

６月

7日(月) 笠懸 9:00～15:00
10日(木) 東 10:00～12:00
15日(火) 大間々 13:00～15:00 ○
25日(金) 笠懸 9:00～15:00

７月

5日(月) 笠懸 9:00～15:00 ○
12日(月) 東 10:00～12:00
15日(木) 大間々 13:00～15:00
26日(月) 笠懸 9:00～15:00

会場・問合せ先

 学童保育支援員 
■就業場所　みどり市親老児童館・
　　　　　　みどり市笠懸東学童クラブ
■賃　　金　時給 1,000円
■仕事内容　学童保育業務及び子育てサロン業務
■資　　格　保育士、幼稚園・学校教諭免許等の
　　　　　　資格のある人（資格のない人は応相談）
■時　　間　月曜日～金曜日　13：30～19：15
　　　　　　土曜日・長期休み保育
　　　　　　　８：00～19：15の間の８時間
■休　　日 土曜日（月２・３回）・日曜日・祝日・年末年始

 保健師（看護師）又は主任ケアマネジャー 
■就業場所　みどり市地域包括支援センター大間々
　　　　　　（厚生会館内）
■賃　　金　月給 182,200円
■仕事内容　高齢者の支援、介護予防ケアプラン作成、
　　　　　　相談対応等
■資　　格　保健師、看護師、主任ケアマネジャーの
　　　　　　いずれかの免許
　　　　　　※看護師は地域ケア・地域保健等経験者
■時　　間　月曜日～金曜日　８：30～17：30
■休　　日　土曜日・日曜日・祝日、年末年始

 デイサービスセンター東（みどり市東町） 
●登録介護員
■賃　　金　時給 870円～960円
■仕事内容　利用者への介護、送迎業務等
■資　　格　介護福祉士、
　　　　　　介護職員初任者研修修了者等
　　　　　　※資格がなくても高齢者との関わりが
　　　　　　　好きで意欲のある人
■時　　間　月曜日～土曜日　８：30～17：00
　　　　　　（週３日程度）
　　　　　　※勤務時間・勤務日数等は相談してください
※勤務内容についてはこちらに問い合わせください。

 厚生会館(臨時職員)
■賃　　金　時給 870円
■仕事内容　開館・閉館管理、利用受付、
　　　　　　設備備品の使用・貸出業務　等
■資　　格 ワード、エクセルのパソコン操作が可能な人
■時　　間　①平　日　17：15～22：15
　　　　　　　※シフトによる交替勤務
　　　　　　②日　祝　８：30～17：30
　　　　　　　※原則隔週勤務で１週あたり30時間未満の勤務
　　　　　　③土曜日　８：30～22：15の間の５時間
　　　　　　　　　　　または８時間
■休　　日　月曜日・年末年始

 障害者福祉センター
●地域活動支援センター　支援員
■賃　　金　時給 890円
■仕事内容 利用者の生産的・創作的活動等の支援、送迎業務等

■資　　格　普通自動車免許、
　　　　　　社会福祉主事等の資格があれば尚可
■時　　間　月曜日～金曜日　8：30～17：30

みどり市社協では、一緒に働くスタッフを募集しています。
詳しくは問い合わせください。

97－2828
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