
介護職員初任者研修介護職員初任者研修介護職員初任者研修

地域包括支援センター臨時職員募集地域包括支援センター臨時職員募集地域包括支援センター臨時職員募集

▶ 内　容　講義77時間・実技講習42時間・実習11時間…合計130時間
▶ 会　場　邑楽町共同福祉施設（邑楽町大字中野3197）
▶ 対　象　介護業務に関心がある人で、町内･邑楽町･千代田町に在住･在勤で、全日程参加できる人
▶ 定　員　20名（申し込み順、大泉町10名･邑楽町５名･千代田町５名）
▶ 受講料　35,000円（テキスト代など）
▶ 申　込　7月2日(金)までに直接町社協へ受講料を添えて申込む
　　　　　 ※申し込み時に印鑑と本人確認ができる物。
　　　　　 例）運転免許証やマイナンバーが必要（月～金曜日の午前9時～午後5時15分の間）

▶ 募集人数　１人
▶ 資格要件　普通自動車免許
▶ 選考方法　面接試験
▶ 勤務条件　月17日　午前９時～午後５時の７時間勤務
▶ 職務内容　地域包括支援センター介護予防事業
▶ 待　　遇　時給897円～1,201円（社会保険加入）
　　　　　　 ※医療・福祉関係の資格所有状況により決定します。
　　　　　　　 ただし、資格のない人も応募できます。
▶ 採用期間　令和３年７月１日～令和４年３月31日
▶ 応募方法　履歴書を町社会福祉協議会へ提出（郵送可）
　　　　　　※履歴書は返却しません。
▶ 受付期間　6月25日（金）まで（郵送の場合は必着）

※詳しくは、町社会福祉協議会（ＴＥＬ：0276－63－2294）

※感染症の影響で中止や日程が変更になる可能性がございます。　※大泉町在住の方は、受講料の一部を補助する制度があります。（条件あり）

　町社協では、邑楽町および千代田町の社会福祉協議会と共催で介護職員初任者研修を
開催します。研修の全課程を履修後、筆記試験を行い修了認定された方に対して厚生労働省が
定める介護職員初任者研修修了書を交付します。

本会では、心身共に健康で明るい職員を下記のとおり募集します。

職 員 募 集

7月12日（月）～9月29日（水）主として月・水・金曜日日時

編集・発行／社会福祉法人大泉町社会福祉協議会・ボランティアセンター

社協だより社協だより社協だより
ぼらんてぃあぼらんてぃあぼらんてぃあ

大泉町社会福祉協議会

TEL：0276－63－2294TEL：0276－63－2294

http://www.oizumishakyo.or.jp/http://www.oizumishakyo.or.jp/
ホームページ

大泉町吉田2465大泉町吉田2465

6月号6月号6月号
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よぼう仙人のほっとほっと一息

このシルエットはある都道府県の形を表しています。
いったいどこの都道府県でしょうか。    

▶ 応募方法　はがきまたはメールに必要事項を記入し、応募する(一人につき１通まで）
▶ 必要事項　①答え ②氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号
▶ 応募資格　町内在住の６５歳以上の方
▶ 応募期限　6月30日(水)必着
▶ 応 募 先　〒370-0523 大泉町吉田2465   大泉町地域包括支援センター行
　　　　　　 メール ： houkatu@oizumishakyo.or.jp

3月号（No.10）
掲載の答え

3月号（No.10）
掲載の答え

3月号（No.10）
掲載の答え

「自転車」
当

　選

　者

栗原正夫、石井敦子
石井　武、野口一美
川島儀平、徳永美鈴
茂原正之、竹田洋子
久保田アサエ
　　他１名（敬称略）

正解者の中から

抽選で10名の方に

景品をプレゼントします！

金魚のような

形をしているのが

ポイントじゃ

よぼう仙人の若返りチャレンジ!!よぼう仙人の若返りチャレンジ!!よぼう仙人の若返りチャレンジ!! No.12

脳トレ

編

脳トレ

編
脳トレ

編

※たくさんのご応募ありがとうござ
　いました。チャレンジした皆さんは
　頭がスッキリ若返り！次回のチャレン
　ジもお待ちしております。    

日程の詳細はお問合せください。複数の教室への参加も可能です。

介護『よぼう仙人』スクール 介護『よぼう仙人』スクール 介護『よぼう仙人』スクール 
いつまでも元気に歳を重ねたいあなた！身体を動かしたり、元気に過ごす
コツを学んだりしていきいきとした生活を送りませんか。

内　　　容 日　程 時　間 定員 参加費

参加者
募集

参加者
募集

▶ 対　象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 参加費　保険代・材料費など
▶ 申　込　6月17日（木）午前9時から受付開始
　　　　　 地域包括支援センターへ直接または電話で申込む（先着順）
▶ 場　所　町公民館  南別館  ２階
※状況により、中止となる場合があります。

①スマホ教室

②多肉植物教室

③体操教室

④ヨーガ療法教室

スマートホンの基本的な使い方を学ぶ。
スマートホンはこちらで用意します。

多肉植物の育て方を学び体験する。

転ばない体づくりを目指し運動を学ぶ。

高齢者向けのヨーガを学び体験する。

6月28日(月)
より全3回

7月2日(金)
より全3回

7月21日(水)
より全3回

7月14日(水)
より全3回

20名

20名

20名

15名

84円

684円

84円

84円

13:15～14:30

9:45～11:00

9:45～11:00

9:45～11:00



地域包括支援センター ℡0276－63－2294℡0276－63－2294℡0276－63－2294
メール houkatu@oizumishakyo.or.jp

▶ 内容　転びやすさ、筋力、頭の元気度などの測定および評価
▶ 対象　町内在住でおおむね65歳以上の方
▶ 費用　無料
▶ 申込　6月17日（木）午前9時から受付開始
　　　　地域包括支援センターへ電話で申込む（先着順）
　　　　申込み状況により、当日参加も可能
※状況により、中止となる場合があります。

体力測定会体力測定会体力測定会 ～あなたの将来寝たきり度
　　　　　　  だいじょうぶ？～

①6月30日（水）
②7月 6 日（火）

いずみの杜　多目的ホール
町公民館　ホール

日　時　　　　　　　　　 　　   場　所

受付時間 ： 午前10時30分～正午、午後2時30分～3時30分

30分程度で
測定できます。

その場で結果が分かり、
参加賞もあります。

自粛生活で、あなたの身体能力は気付かないうちに衰えているかも。
定期的に測定して、いつまでも元気な体作りを行っていきましょう。

シニアの楽しみ「ほっとカフェ」シニアの楽しみ「ほっとカフェ」シニアの楽しみ「ほっとカフェ」 オレンジカフェ「ひだまり」オレンジカフェ「ひだまり」オレンジカフェ「ひだまり」

▶ 費用　無料
▶ 場所　保健福祉総合センター  研修室1
▶ 時間　午後2時～３時
▶ 申込　不要（ただし人数に限りがありますので、入場できない場合があります。ご了承ください。）

共
通
事
項

※飲食の提供はできません。飲み物は各自お持ちください。
※状況により、中止となる場合があります。

　趣味の時間を楽しみながら、人とのふれあいで
気分転換しませんか。

今後の予定

▶ 対象　町内在住でおおむね65歳以上の方
6月25日(金)、7月19日(月)

▶ 対象　どなたでも参加できます
7月5日(月)
今後の予定

　楽しく認知症を学んだり、介護の悩みを気軽に
話し合える場所です。

●参加者の氏名、住所、電話番号の確認
●検温、体調確認
●消毒、換気、座席の間隔確保、パーテーション等の設置
●当面の間、飲食の提供はできません。飲み物は各自お持ちください。

※各事業は、状況により会場の変更や中止となることがあります。
参加する方は、必ずマスクの着用をお願いします。

感染症予防対策として、事業に参加される方には
ご協力をお願いします



あべ接骨院
大泉町立東小学校北側

送迎車あります
お電話下さい 株式会社 栄久株式会社 栄久

☎０２７0－76－2345☎０２７0－76－2345☎０２７0－76－2345
☎０２７6－62－7766☎０２７6－62－7766☎０２７6－62－7766

伊勢崎市境上矢島670-2（境上武工業団地）

FAX 0270-76-3333
��������������������������

リネンサプライ業リネンサプライ業 令和２年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

令和２年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

令和２年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。
随時特別会員を募集しております。
よろしくお願いいたします。

建物リース株式会社 様
　　　　　　　　匿名
　　　　　　　　匿名

100,000円
30,000円
230,748円

地域活動支援センター

メニュー兼
注文票はこちら

⬇

毎週木曜
日は

学生服等リユース事業

刺繍取りボランティアさんを

募集します

刺繍取りボランティアさんを

募集します
　学生服等リユース事業で社協に集まった、学生服や体操
服に縫われている名前の刺繍を取ってくれるボランティ
アさんを募集します。
　ご協力いただける方は、社協へお問い合わせください。

お家へ持って帰って、自分のペースで

できるボランティア活動です♪

ご厚意で多くの体操着を預かりました。

名前を取った体操着は、必要とする方へ

無償でお渡ししています。

ご家庭で不用になった福祉用具等…
「譲ります」と「譲ってください」双方の橋渡しを社協が行う事業です。

福祉用具等
リユース事業

「譲ります」登録のご紹介「譲ります」登録のご紹介「譲ります」登録のご紹介

ポータブルトイレ
汚れ無　キズ無
未使用品

三年程使用 汚れ無、キズ無 若干の使用感はありますが、
問題なく使用できます

汚れ無　キズ無
便座が温かくなります

介護用ベッド ポータブルトイレ 一本杖 シルバーカー

●申込みは実際に使用される方又はご家族がおこなってください。（福祉用具利用者が）大泉町内に住所を有する個人で、
　営利を目的としない方に限ります。
●譲ってほしい方は先着順とします。
●料金は無料ですが、交渉成立後の運搬や譲り受けた後の整備、修理、清掃等に関する費用は、譲り受けた方の負担となります。
●必ず現物を見て、衛生面及び安全面の確認をお願いします。（不適正に使用したり、お身体に合わない物を使用すると、重大な
　ケガや事故につながる場合がありますので、ご注意ください。）
●斡旋後に問題が生じた場合、社協では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

最新情報はこちら

⬇

町社協へのご好意
ありがとうございます

たくさんのお菓子を作って

　　　　　　　お待ちしております！！

▶ 場所　地域活動支援センター
　　　　（北中と北小の間）
▶ 日時　毎週木曜日
　　　　 午前10時～午後3時

 （順不同）

℡0276－63－7070℡0276－63－7070

手作りお菓子直売日手作りお菓子直売日手作りお菓子直売日


