
▶ 勤務時間　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業務
▶ 待　　遇　時給1,002円～1,201円（社会保険加入）
　　　　　　 ※保有資格により決定します。
▶ 応募方法　履歴書を町社会福祉協議会へ提出
　　　　　　 ※履歴書は返却しません。

※採用者が決まり次第受付を終了します。

※詳しくは、町社会福祉協議会（TEL:0276－６３－２２９４）

本会では、臨時職員を下記のとおり募集します。

日本赤十字社大泉町分区よりお知らせ

令和3年8月豪雨災害義援金受付中令和3年8月豪雨災害義援金受付中令和3年8月豪雨災害義援金受付中
窓口受付期間

義援金箱設置場所

令和4年3月31日（木）まで
町役場及び町社協

　皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を
通じて被災された方々にお届けいたします。
※領収書が必要な方は町社協窓口までご持参ください。

「献血」は、尊い命が救える
　　　　　　身近なボランティアです

日　時

11月12日
午前10時～正午まで

金

▶ 対　象　16～69歳までの健康な方
　　　　　　　 ※65歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を
　　　　　　　　 考慮し60～64歳の間に献血経験がある方に限ります。
▶ 場　所　町役場１階　町民ホール
▶ 持ち物　献血手帳をお持ちの方はご持参ください

献血のお知らせ献血のお知らせ献血のお知らせ

▶ 募集人数　１人
▶ 応募要件　保健師，看護師，作業療法士，理学療法士，
　　　　　　 歯科衛生士，精神保健福祉士，社会福祉士，
　　　　　　 介護福祉士，栄養士，介護支援専門員の
　　　　　　 いずれかの資格を有し、普通自動車運転免
　　　　　　 許（AT限定可）を有する人
▶ 選考方法　面接試験

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

10月号10月号10月号
令和３年令和３年

歳末たすけあい見舞金贈呈事業申請のお知らせ歳末たすけあい見舞金贈呈事業申請のお知らせ
　歳末たすけあい見舞金贈呈は、対象者からの申請が必要です。条件に該当し見舞金を希望され
る方は、本誌に折込してございます申請書のご提出をよろしくお願いいたします。



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
11月15日(月)

▶ 対象　どなたでも参加できます
11月1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。

日時

▶ 対　象　町内在住者
▶ 費　用　無料
▶ 定　員　40名（先着順）
▶ 講　師　後藤與四人氏  他
　　　　　 （株式会社 かがやき）
▶ 場　所　公民館　ホール
▶ 持ち物　飲み物、筆記用具
※参加される方はマスク着用でお願いします。
※状況により延期又は中止となる場合があります。

11月9日（火）

年齢を重ねても、元気で活き活きと暮らしていけるよう自分や
家族、地域の人のために最新の健康づくりを学びましょう。

講座修了者には
修了証・介護予防グッズを

贈呈します。

元気づくり講座元気づくり講座元気づくり講座
～初級介護予防サポーター養成講座～

午前10時～11時30分

日　程内　　　容 時　間 場　所 定 員 参加費

脳トレ教室 漢字や計算に親しみ
ながらの脳トレ

11月2日(火)
より全3回

20名 84円9:45～
　11:00

町公民館
南別館

参加者
募集

参加者
募集

参加者
募集

第5弾第5弾

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 

℡0276－63－2294
メール houkatu@oizumishakyo.or.jp

℡0276－63－2294
メール houkatu@oizumishakyo.or.jpよぼう仙人のほっとほっと一息
地域包括支援センター

食べる事は健康の源！
栄養やお口のことを一緒に学びませんか。

日　時

10月28日
午前10時～11時

木

※状況により延期又は中止となる場合が
　あります。

日程の詳細はお問合せください。※状況により延期又は中止となる場合があります。

▶ 対象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 申込　10月20日（水）9：00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）

▶ 対象　町内在住の概ね65歳以上の方
▶ 定員　30名（先着順）
▶ 費用　無料
▶ 場所　町公民館　ホール
▶ 申込　地域包括支援センターへ
　　　　 直接または電話で申込む





 （順不同）

〒３７０－０５24
古海２７３

つどい古海つどい古海

TEL 63－6035
FAX 63－1735
TEL 63－6035
FAX 63－1735
TEL 63－6035
FAX 63－1735

匿名様 50，000円 匿名様 20，000円

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

最新情報はこちら

⬇

「譲ってください」お申込の際には必ず注意事項をご確認ください

住所：大泉町城之内1‒22‒1
TEL：0276‒63‒7070

※数に限りがございますので、お早目にお越しください。

地域活動支援センターで手作りされたお菓子を
１袋100円で販売します。

地域活動支援センター地域活動支援センター

▶日時　毎週木曜日　午前10時～午後3時
▶場所　地域活動支援センター

電話でも注文を受けております。詳しくはお電話ください。
※受注生産につきお早目にお問合せください。

メニュー兼
注文票はこちら

⬇

　北中と北小の

　　　　 間です！

  のぼり旗が

　　　　目印！！

手作りお菓子販売のお知らせ

香ばしいほうじ茶
の香りをお楽しみ
ください

ほうじ茶ほうじ茶
手作りクッキー

●申込みは実際に使用される方又はご家族が行ってください。（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。

「譲ってください」お申込の際には必ず注意事項をご確認ください

ポータブルトイレ①
未使用品。汚れキズ無し
消臭セット付き

介護ベッド
2010年頃購入
3年程使用

※トラック等の運搬が必要です。

１本杖
2016年頃購入
汚れキズなし

シルバーカー
若干の使用感はございます
が、問題なく使用できます

入浴用てすり
殆ど使用感無し。簡単に
浴槽に取り付けできます

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。

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。

30,000円

  3，262円

30,000円

東毛福祉事業協同組合東毛福祉事業協同組合

夕食宅配サービス「おげんきですか」
ご飯付390円、おかず350円、
１食からお届けします。

〒３７０－０５３６
古氷２２－２０

TEL 62－4181
FAX 62－7251
TEL 62－4181
FAX 62－7251
TEL 62－4181
FAX 62－7251

笑顔がつどう、
いごこちの良さ。

充実した機能訓練

笑顔がつどう、
いごこちの良さ。

充実した機能訓練

令和3年７月豪雨災害義援金
ご好意ありがとうございます

令和3年8月豪雨災害義援金
ご好意ありがとうございます

関口義之 様
介護予防体操いちご 様

匿名 様

町社協へのご好意
ありがとうございます


