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ミニデイサービス
非常勤職員募集

愛川町社会福祉協議会

福祉講演会

ミニデイサービスは虚弱な高齢者を対象に、体操やレクリ
エーションを通じて心身機能の維持・向上を図ることを目
的に実施しています。

テーマ「生きてるだけで
100点満点」

○ミニデイサービス介助員

業務内容 利用者のレクリエーション、機能訓練支援、簡単な身体介助など
資 格 等 不問

勤務時間等 毎週水曜日（週１回）午前8時30分〜午後4時30分

○ミニデイサービス運転員

業務内容 ミニデイサービスを利用する高齢者の送迎業務

午後1時
2月8日㈯ 開場
開演 1時30分

資 格 等 普通自動車運転免許

勤務時間等 毎週水曜日・金曜日 午前8時30分から午前10時30分
午後2時30分から午後4時30分

会

☎046-285-2111（内線3793）

正職員募集
町社協では正職員を募集しています。

※受験案内・申込用紙などは町社協窓口で配布する募集要項または
ホームページでご確認ください

ホームページ http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp

職

場 愛川町文化会館３階会議室

奥山さんは1974年東京都生まれ。1990年、映画「喜多郎の十五少女漂流
記」でデビュー。以降、数々のドラマやバラエティー番組などで幅広く活躍して
います。2001年に結婚。第１子となる長男・空良（そら）
くんを出産し、2011
年に次男・美良生（みらい）
くんを出産。その後、美良生くんがダウン症である
ことが判明します。現在は、
２度の子育て、ダウン症の次男を迎えての家族の
日々などを伝えることで、ダウン症への理解を深めてほしいと、
ＴＶ、映画の
ほか、イベント出演、講話活動なども精力的に行っています。

ボランティアのつどい

種 保健師又は看護師

業務内容 地域包括支援センター業務
試

験 随時、書類選考又は面接等実施の上、採用を決定
（受験申込みの順番に期日を指定します）
問合わせ 愛川町社会福祉協議会
☎046-285-2111
（内線3791）

2月8日㈯ 午前9時30分〜
12時30分
会

シリーズ 地域で輝く人㉕
●ボランティアグループ活動発表

成年学級事業の
ボランティアとして活動する

●町内障がい者施設等の製品展示販売会

おいしい野菜、便利でかわいい小物、淹れたてのコーヒーなどの販売

自治会に
加入しよう

地域の行政区役員へご連絡を

このコーナーでは、地域でボランティア活動を行っている方をご紹介しています。

日

時 3月11日㈬ 午前7時30分〜

費

用 メンバー 8,000円（昼食付き・消費税別）
ビジター 14,000円（昼食付き・消費税別）
参加費
3,000円 ※昼食以外の食堂・売店は各自負担

開催場所 大相模カントリークラブ

定

員 260名（先着順）

申し込み 参加費3,000円を添えて申し込みください。
※不参加の場合、参加費は返却できません

!

申し込み先 大相模カントリークラブ ☎046-281-1181
国際ソロプチミスト愛川 篠崎津惠子 ☎＆ 046-285-1038

日

時 4月21日㈫ 午前７時30分〜

費

用 メンバー 8,000円（昼食付き・消費税別）
ビジター 14,000円（昼食付き・消費税別）
参加費・チャリティー費 2,000円 ※昼食以外の食堂・
売店は各自負担

開催場所 大相模カントリークラブ

担当・富永

成年後見制度講演会
成年後見制度は、知的障がい・精神
障がい・認知症などにより判断能力
が低下した方を支援する制度です。
講演会では、漫才を通して楽しく、
わかりやすく学びます。

2月22日㈯ 〜3時30分

午後1時30分

会

場 愛川町福祉センター３階会議室

第1部 漫才で学ぶ成年後見制度
漫才師

青空一風・千風

青空一風・千風

漫才協会、落語協会所属で林家一門の漫才コンビ。青空一風さんは、成年後見制
度市民後見人で、2018年全国初の市民後見人芸人としても活動中。

申し込み先 ・愛川ライオンズクラブ ☎046-285-7899
・大相模カントリークラブ ☎046-281-1181

参加ご希望の方は２月18日㈫までに町社協へお申し込みください

地域住民相互の支え合い活動を推進する
「愛川の底
力住民委員会」では、一人暮らしの高齢者等でカレン
ダーが入手できず困っている人に、
カレンダーをお配
りする取り組みを実施しています。今年のカレンダー
が欲しい方は、町福祉センター１階ロビーで配布していますので、
ご
自由にお持ちください。
また、ケアマネジャーさんや民生委員さんから必要な方にお配りい
ただく等、地域福祉活動にもご活用ください。
※数に限りがあり。無くなり次第終了。カレンダーの残りの状況
など、詳しくは町社協 ☎046・285・2111

御中

ぶ

漫才で学

第2部 成年後見制度の制度解説

カレンダーいりませんか？

社協あいかわ

員 300名（先着順）

参加希望の方は
２月５日㈬までに
町社協へ
お申込みください

申し込み 参加費・チャリティー費の2,000円を添えて申し込みください。

掲示板

1／15

プレーを楽しみ親睦と交流を深めながら、町への
福祉活動の一環としてチャリティー大会を行います。

愛川ライオンズクラブ主催 第33回あいかわチャリティーゴルフ大会

定

町内で活動する様々なグループの活動内容
を知る機会として実施しています。ボラン
ティアに興味がある方、ボランティア活動を
行っている方など、ぜひ、
ご参加ください。

・味彩会による活動紹介（軽食の試食あり）
・ボランティア連絡協議会加入団体のパネル展示

愛川町社協の事業「成年学級」のボランティアとして10年以上活動されている神野正廣さん。「参加さ
れる皆さんの楽しんでいる姿を見られるのが何より嬉しいですね」と笑顔でやりがいを話します。成年学級
は、養護学校等を卒業され、現在就労している方や、施設を利用している方などを対象に、余暇活動の
充実や相互交流を目的に映画鑑賞やバーベキュー、クリスマス会など様々な企画を行います。会うたびに
参加される障がい者の方の違った表情の発見に驚かされるそうです。幼少の頃に読んでもらった本の影響
で、「誰かのために」という想いをずっと持っている神野さん。「今ではボランティアは日常の一部。自然
体です。これからも縁の下の力持ちであり続けたいですね」と柔和な微笑みから活動の楽しさが伝わります。

国際ソロプチミスト愛川主催 第21回チャリティーゴルフ大会

愛川町福祉センター

●ボランティアグループ活動紹介

「縁の下の力持ち」でありたい

チャリティーゴルフ参加者募集

場

・あいかわ町災害ボランティアネットワーク
（ASVN） ・かみくま子ども食堂

神野 正廣さん

活動の魅力を語る神野さん

先着
200名

講師：奥山佳恵さん（女優・タレント）

勤務場所 愛川町半原老人福祉センター

職員募集に関する問合わせ

参加
無料

製作・田川／4校

※不参加の場合、参加費・チャリティー費は返却できません

弁護士

内嶋順一氏（みなと横浜法律事務所）

未来へつなぐ覚書き

障がい者・高齢者向け

これまでの自分を振り返り、
これからの暮らしを考えるきっかけ
として
「わたしのこれからノート」書き方教室を開催します。
楽しかった出来事や反省点を思い出しながら、
これから挑戦した
いこと、今後の楽しみなどを思い描く、未来への覚え書きです。
ま
た、認知症などで介護が必要になった時や、突然
の葬儀などに備えて、自分の意向を記しておくこ
ともできます。自分らしい生き方や暮らし方な
ど、将来について考えてみませんか？

スマートフォンを活用し、インターネットを
通じて誰でも身近に様々な情報が入手で
きる利便性を実感してもらうと共に、機器
操作を体験します。

わたしのこれからノート書き方教室

日

時 2月27日㈭ 午後1時30分から3時

会

場 愛川町福祉センター

対

象 町内在住の概ね65歳以上の人（定員先着20名）

申

込 町社協（☎046・285・2111）へお電話いただくか、
窓口で直接お申込みいただくこともできます。

0115_syakyoaikawa.pdf

受講料 無料

初めてのスマホ体験教室（ＩＴ教室）

日

時 3月6日㈮ 午後１時30分から３時30分

会

場 愛川町福祉センター３階会議室

講

師 スマートフォンアドバイザー

対

象 スマートフォン利用経験の無い、
もしくは初心者で町内在住
の障がい者及び65歳以上の高齢者（定員20名・先着順）

申

受講料 無料

込 町社協（☎046・285・2111）へお電話いただくか、
窓口で直接お申込みいただくこともできます。

※障がい者については、スマートフォンの画面操作が出来る方が対象
※スマホやタブレットの有無、使用の機種、携帯会社を問わず参加可能。当日は
貸出しの実機で体験

