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発行／社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会

この社協だよりには皆様からいただいた社協会費が使われています。

伊豆の国市社会福祉協議会
公式イメージキャラクター「いずのん」

い ず の く に しい ず の く に し

毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30
12/8、12/22、1/12、1/26

ふくしの部屋社協の
ラジオ

12December
2 0 2 2

NO.107

伊豆の国市
社会福祉協議会

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。

10/15（土）開催開催！第18回市民ふれあい広場
回市民ふれあい広場

10/15（土）開催！第18回市民ふれあい広場《ステージイベント》バルーンパフォーマンス



2社協会費はいつでも受付けております。あなたの優しさは地域を動かす力になります。ご協力よろしくお願いします。優 発見しさ ！

　当日は良い天気に恵まれ、約 2,000 人の皆様にご来場いただき、
4年ぶりに盛大に開催することができました！
　会場に皆様が集い、福祉や健康についての理解を深めるため、
多くのボランティアの皆さんの力をお借りしました。オープニングは、
やわら太鼓とどんつくの演奏で華やかに開場し、福祉絵画の表彰
が行われました。

参加団体様からのご寄付

第18回市民ふれあい広場第18回市民ふれあい広場第18回市民ふれあい広場
4 年ぶりに開催しました！4 年ぶりに開催しました！4 年ぶりに開催しました！

司会進行は、高校生
ボランティアの二人
が務めました♪
少し緊張しながらも、
楽しく取り組んでい
ました。

中高生
ボランティア

も
大きな力に！

　総勢５４名
の中高生が

民

生委員や一
般ボランテ

ィ

ア、他校の
生徒と一緒

に

各ブースを
盛り上げま

した。

バルーンアーティストの瞳さんもステージ
イベントを盛り上げてくださいました♪

バルーンアートバルーンアートバルーンアートバルーンアートバルーンアート太鼓相撲太鼓相撲太鼓相撲太鼓相撲太鼓相撲

車いす体験車いす体験車いす体験車いす体験車いす体験

バルーンパフォーマンスバルーンパフォーマンスバルーンパフォーマンスバルーンパフォーマンスバルーンパフォーマンス

福祉絵画の表彰福祉絵画の表彰福祉絵画の表彰福祉絵画の表彰福祉絵画の表彰

太鼓の演奏太鼓の演奏太鼓の演奏太鼓の演奏太鼓の演奏

てつざえもんといずのん
も登場しました！
てつざえもんといずのん
も登場しました！
てつざえもんといずのん
も登場しました！
てつざえもんといずのん
も登場しました！
てつざえもんといずのん
も登場しました！

赤十字奉仕団赤十字奉仕団赤十字奉仕団赤十字奉仕団赤十字奉仕団

すこやか会すこやか会すこやか会すこやか会すこやか会

スーパーボールすくいスーパーボールすくいスーパーボールすくいスーパーボールすくいスーパーボールすくい

チーム防災いずのくにチーム防災いずのくにチーム防災いずのくにチーム防災いずのくにチーム防災いずのくに
福祉教育事業の紹介福祉教育事業の紹介福祉教育事業の紹介福祉教育事業の紹介福祉教育事業の紹介

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

伊豆三津シーパラダイス伊豆三津シーパラダイス伊豆三津シーパラダイス伊豆三津シーパラダイス伊豆三津シーパラダイス
いずのんこども食堂応援隊いずのんこども食堂応援隊いずのんこども食堂応援隊いずのんこども食堂応援隊いずのんこども食堂応援隊

これがボランティアの力！　多くのボランティア団体の皆さんが、準備をして来場者をお出迎え♪どのブースも笑顔であふれました。

事前準備も頑張りました！

　皆さまからお寄せいただいたご寄付は、地
域福祉増進のために使用させていただきます。

すこやか会
いずのんこども食堂応援隊
中高生ボランティア
各地区民生委員児童委員協議会
伊豆の国市赤十字奉仕団各分団

60,000円

17,800円

62,800円

47,200円

15,000円



3 ㈲長谷川製作所（中條）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

　この度、伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会が優
良民生委員児童委員協議会として、10/19( 水 )、愛知
県名古屋市で開催された全国民生委員児童委員大会
(以下、全国大会 )にて表彰されました。
　また、民生委員児童委員として、手をつなぐ育成会
やひまわり号などの障がいのある方との関わりが全国的
に珍しく秀でた活動であるとして、全国大会 (10/20)
の場で活動発表を行いました。
　地域に寄り添いながら“できるひとが、できることを”
続けておられます。これからも社協は、民生委員児童
委員の皆さんを支援していきます。 　▲10/20 発表時の様子　

　　左から、室伏美登里会長、杉山富士夫民生、今井聖博民生

フードドライブにご協力ください！
　皆様から寄付して頂いた食料品は、「フードバンクふじのくに」へ送らせて頂き、
生活が苦しく食べ物に困っている方や、福祉団体へ提供されます。
●対象食品　・賞味期限が明記されており、２０２３年４月以降のもの　
　　　　　　・常温保存ができ、未開封のもの　　　
　　　　　　・お米は常識の範囲で古くないもの（玄米可）
●受付期間　令和5年1月4日（水）～1月31日（火）
●受付時間　8：30～17：15
●受付場所　①韮山福祉・保健センター　南玄関
　　　　　　②伊豆の国市役所大仁庁舎内　くらし相談窓口前　
　　　　　　　※上記2か所に回収ボックスを設置します。　　　　　　
●お問合せ　市役所大仁庁舎内くらし相談窓口

生活にお困りの世帯で
は、電気、

ガスが使えない場合も
あり、簡単に食べられ

る

食料品をいただけると
、大変助かります。

（レトルト食品、災害
用の食料品、缶詰のお

かず等）

ご家庭で眠っている食
料品がありましたら、

ぜひご協力をよろしく
お願いします！！

“もったいない”は命をつなぐバトンです
　伊豆の国市社会福祉協議会では、通年で食料品を募集しています。12月末までの受付分、または使い道のご
指定をしていただいた寄付品は、市内で生活にお困りの方やひとり親家庭等、社協が支援しているご家庭にお渡
しします。いつでも受け付けておりますのでご協力をよろしくお願いします！
※通年実施の食料品寄付に関するお問合せは伊豆の国市社会福祉協議会　　　　　　　　   まで

回（令和4年８月）は約
0ｋｇの寄付をいただ
した。
協力いただいた皆様、
がとうございました！

　　 前回
600
きま
ご協
あり

市内の小学校、中学校などの福祉教育担当教諭を対
象に、福祉教育の質の向上を目指して、年間４回の連絡
会を実施しています。社会福祉協議会や市役所学校教
育課、福祉教育担当教諭同士の情報交換及び情報共有
を行っており、子どもたちが福祉の心を育める取り組み
を検討しています。

伊豆の国市民生委員児童委員協議会
大ニュー

ス！
伊豆長岡地区伊豆長岡地区伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会民生委員児童委員協議会民生委員児童委員協議会

全国民生委員児童委員協議会会長表彰全国民生委員児童委員協議会会長表彰全国民生委員児童委員協議会会長表彰 受賞！受賞！受賞！

伊豆の国市福祉教育連絡会

現役介護者の皆さん！介護ＯＢの皆さん！ご一緒に集いませんか？

伊豆の国市介護の会伊豆の国市介護の会伊豆の国市介護の会「介護は笑顔と工夫と仲間で」「介護は笑顔と工夫と仲間で」「介護は笑顔と工夫と仲間で」

■日 時／12月19日（月）13：30～15：00・令和5年1月16日（月）13：30～15：00
■会 場／韮山福祉・保健センター

介護の会では、介護の悩みや体験談を一緒におしゃべりしながら情報交換を行っています。

ただいま活躍中のグループや活動をご紹介しますイカしドキッ♥イカしドキッ♥
活かし時活かし時
イカしドキッ♥
活かし時

校 中学校な

055-949-5818

0558-76-8012



4㈲河内屋組（三福）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

『『ふくしのしのえ』入賞者発表入賞者発表『ふくしのしのえ』入賞者発表入賞者発表『ふくしのえ』入賞者発表

特
選

入
選

佳
作

〈長岡北小〉小池 琉生 〈大仁北小〉眞野 來星 〈韮山南小〉髙坂 日菜乃

韮山小：木内芽唯

韮山小：藥師寺遼青

大仁小：立岩しずく

大仁小：松尾彩海

長岡南小：中島綺菜

大仁北小：佐々木脩人 大仁小：川口星咲 長岡北小：昆野愛梨 韮山小：三枝大志

韮山小：新井啓太 韮山小：井澤夏海 韮山小：奥村優吾 韮山南小：榊原優美 長岡南小：飯田倫子

大仁北小：藤井小陽 韮山小：酒井彩花 韮山南小：小林愛莉

長岡北小：田中怜奈

長岡南小：川上葵瑚

韮山小：堀井奈々

韮山小：袰岩楽斗

長岡南小：ゾルバヤルツェツェーヘン

韮山南小：中西蓮次

地域福祉を考えるきっかけづくりとして、市内小学校４年生から351作品の
やさしい絵をご応募いただきました。ありがとうございました！〈順不同・敬称略〉



5

自分のためや誰かのために活動しているボランティアさんがたくさんいます。
誰もがヒーロー（主役）となり、生きがいを持って輝いています。

知ってください、活動を！仲間になろうヒーローズ☆

伊豆の国市ボランティア連絡会所属のグループが伊豆の国市ボランティア連絡会所属のグループが、
永年の活動に対して表彰されまし永年の活動に対して表彰されました！！

伊豆の国市ボランティア連絡会所属のグループが、
永年の活動に対して表彰されました！！

ボランティアに興味のある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください。ボランティアに興味のある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください。ボランティアに興味のある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください。ボランティアに興味のある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください。ボランティアに興味のある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください。

表彰団体ご紹介

伊豆のの国国
ハハーモモニニカメイツツややままびびびここ おお話玉手手箱箱箱箱

伊豆の国伊豆の国
ハーモニカメイツやまびこハーモニカメイツやまびこ お話玉手箱お話玉手箱伊豆の国
ハーモニカメイツやまびこ お話玉手箱

I Z U N O K U N I  H E R O E S

伊豆の国市社会福祉協議会
055-949-5818

㈲佐野金物店（韮山多田）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

【
募
集
内
容
】

●既に手作りしてあるナップサックのご寄付
●大きさ…横30cm×縦40cm（仕上がり寸法）
●紐の長さ…1本 約1.5ｍ×2
●対象…幼児から小学生向け

※布や紐は社協にございますのでお申し付け下さい。
　伊豆の国市四日町302-1　韮山福祉・保健センター　

団塊世代支援

集まれ！おひさま手芸部

回収窓口
お問合せ

絵手紙ポスト多世代交流事業

テーマ『花』もしくは自由
●募集期間／３月３１日（金）まで

第18弾！

ハガキサイズであれば描き方は問いません。
また、切手は不要で、お子様からどなたでもご参加いた
だけます。ポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓
口にございますのでご来場の際はぜひ投函下さい。

伊豆の国ハーモニカメイツやまびこは、
市内施設でハーモニカによる訪問活動
を行っています。歌を楽しむための伴
奏はレパートリー200曲!

お話玉手箱は、小学校で読み聞かせや、
地域のサロン・施設で絵本等を読む活
動を行っています。言葉に気持ちをの
せて届けます。

静
岡
県
知
事
表
彰

静
岡
県
社
協
会
長
表
彰

賞賞

皆様からいただいた絵手紙は、
11月の一人暮らし高齢者配食事業の

対象者へお届けしました。

（代表 竹内みゆき　会員 ６名） （代表 小林やす代　会員 ８名）



6㈲黒柳（長岡）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

松崎町災害ボランティアセンター運営支援

災害ボランティアコーディネーター伊豆の国災害ボランティアコーディネーター伊豆の国災害ボランティアコーディネーター伊豆の国もボランティアとして参加！

県内災害ボランティアセンター運営に職員を派遣県内災害ボランティアセンター運営に職員を派遣県内災害ボランティアセンター運営に職員を派遣県内災害ボランティアセンター運営に職員を派遣県内災害ボランティアセンター運営に職員を派遣報 告

　８月に発生した台風８号により被害を受けた松崎町雲見
地区に対して、松崎町社協が開設した災害ボランティアセ
ンター（ボラセン）へ、運営職員派遣と資機材の貸出を行
いました。開設初日から数日間、３名の職員が運営管理シ
ステムの構築などの業務を行いました。

　大規模広域災害が発生した場合に備え市内で災害
ボランティア本部運営資機材保管場所を確保すること
が必要でありましたところ、県共同募金会から助成を
いただき、社会福祉法人春風会様から特養ぬくもりの
里の敷地提供等のご協力をいただきました。
　9/20（火）にぬくもりの里にて覚書調印式を実施、
今後の連携体制を確認しました。

　10/22(土)に防災講演会を開催、講師の玉
木優吾氏から松崎町災害ボラセンと自治会と
の連携の必要性についてお話いただきました。
区役員、民生委員など65名が参加。「平時の
顔つなぎが大切」「世帯数が多く区がすべて
を把握することは難しい」など感想が聞かれ
ました。

清水区災害ボランティアセンター運営支援
　９月に発生した台風15号は県内各所に被害を発生させ
ました。伊豆の国市社協では職員延べ９名が20日間
(10.31時点)にわたって静岡市清水区災害ボラセン運営支
援を行い、連日100名を超えるボランティアを区内活動先
に派遣しました。ボラセンでは受付や活動紹介、活動資機
材の準備、活動後のボランティアからの聞き取り、またボ
ランティア活動を依頼したい方からの要望聞き取りを行い
ました。

松崎町でのボランティア活動
　8/19(金)に地元の方々とコミ
ュニケーションを取りながら、ご自
宅の床下に溜まった泥の撤去な
どを行いました。

静岡市でのボランティア活動
　10/19(水)～20(木)の2日間に渡り、葵区
内にて側溝や畑、庭などに溜まった泥の撤
去を行いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

送風機１０台を貸出

参加者へオリエンテーションを実施する職員

本部運営に携わった職員

新たに防災倉庫を設置しました 防災講演会を開催しました

調印式の様子　右から
災害VC伊豆の国大川会長、
春風会石川理事長、
市社協河野会長、
市濵村福祉事務所長

初めてボランティア
に参加される方に、
紙しばい形式で活
動上の注意事項の
説明を行いました。

共募助成
事業



7 (株)韮山産業（四日町）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

おもちゃ図書館開館中おもちゃ図書館開館中！！！！おもちゃ図書館開館中！！韮山福祉・保健センターに 社協子育て支援事業社協子育て支援事業社協子育て支援事業
い ずのく にし

土金木水火月日
２
９
16
23
30

1
8
15
22
29
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14
21
28
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13
20
27

5
12
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26

4
11
18
25

土金木水火月日
5
12
19
26

4
11
18
25
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お友達いっぱい集まれ♪
障がいのあるお友達や未就学児のお友達がご利用できます。
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２
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30

会場：韮山福祉・保健センター 
内容：おもちゃ図書館、まんが図書館＆宿題ルーム、
　　　いずのんおもちゃ病院、卓球、いずのんこども食堂、
　　　いずのんこどもファーム（12/10、1/14ワークショップ
　　　開催・要予約）、子ども発達相談（12/24、1/28） 等 

～土曜日は楽しいことがいっぱい！
　遊ぶ? 読書する？宿題する？過ごし方は君次第！～

感染症の影響により、急遽開館予定が変更となる場合があります。開館予定の変更は、フェイスブックやインスタグラムにて
情報を発信しています。事前にご確認下さい。

※くらし相談
生活や就労、家計相談 相談支援員月曜日～金曜日  9：00～16：30 ―

※障がい者成年後見相談 成年後見支援センター相談員―

子ども発達相談
発達に対する日常生活上の不安やお悩み 専門相談員

お 知 ら せ コ ー ナ ー
相談日のお知らせ（12月～１月）

会場　韮山福祉・保健センター
         　055-949-5818

相談は市内在住の方を対象としています。司法書士相談、子ども発達相談は予約制です。キャンセルされる場合は速やかにご連絡下さい。

相談の種類 相談日時 予約受付開始日 相談員

福祉総合相談 月曜日～金曜日  9：00～16：30

火曜日 10：00～16：00

― 福祉総合相談員

司法書士相談
成年後見、財産管理、
遺言、相続など

司法書士
12月20日（火） 13：30～16：30 11月21日（月）
1月17日（火） 13：30～16：30
12月24日（土） 10：00～12：00
1月28日（土）10：00～12：00
２・３月（第４土曜日）に実施予定

12月19日（月）

随時

皆様から寄せられましたたくさんの善意はご趣旨を
活かし有効に活用させていただきます。
【令和4年9月１日～10月31日　敬称略・順不同】

寄付金

【牛乳パック・アルミ缶・使用済切手】物品寄付

【賛助会費】
【特別会費】

社協会費

あたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもち

※くらし相談、障がい者成年後見相談の会場は、伊豆の国市役所大仁庁舎・福祉事務所です。　　0558-76-8012

・日吉真備　1,712円　・名取長湖　100,000円　・逸見のり　5,000円　・阿部三郎　10,000円　
・伊豆の国市赤十字奉仕団伊豆長岡分団、韮山分団、大仁分団　15,000円　・すこやか会　60,000円
・いずのんこども食堂応援隊　17,800円　・市民ふれあい広場　中高生ボランティア　62,800円
・伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会　17,500円　・大仁地区民生委員児童委員協議会　11,500円
・韮山地区民生委員児童委員協議会　18,200円　・(有)サクライ　200,000円　・匿名２件　計23,709円

月1 土曜日の子どもの居場土曜日の子どもの居場所♪土曜日の子どもの居場所♪ 毎月第２・４土曜日
10：00～12：00
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月12

　いずのんこども食堂 10：00 受付開始　12：00～弁当配布
※予定食数が無くなり次第受付終了。
※こども食堂は、事前予約や弁当のみの販売、“土曜日の子どもの居場所”
　を利用しない方への販売は行っていません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　出口浩一郎　武井靜子　竹内典子　石橋和美　鈴木玲依・結依　鶴見七郎　
両角倫太朗・穣志朗・環來朗　榊原優心・優美　水野隼介・颯介・結衣　守野昭七　飯田みつ子　やぶさきみんさ
清皇介　北島浩子　井野グロリア・ジョリソン・ジュウザ　萩原千尋　鈴木明子　土屋玉枝　川口紗加・愛加
にしじまりょうた　小粥敏子　小川和枝　重田努　神田正治　後藤大翔・美桜翔　河野真奈美　土屋りゅうと
土屋れふあ・あいな　仲田貫一・京二・千恵・八重　岡野心乃助・壮流　鈴木恵美・結芽　廣江晟乃介・倖乃心　
日吉真備　木下初珈　今井毅　海野由美子　山口正義　中西富恵　武井はなか　ガールスカウト104団
デイサービスたんぽぽ韮山　川口明彦税理士事務所　矢田クレーン株式会社　あゆみ保育園　渡邊技巧　匿名30件
                  加藤沙理　大村真澄　土屋善子　中島和奏　杉山松男　内村一恵　匿名５件
　　　　　　萩原千尋　髙橋宏美　鈴木久子
　　　　　　西島美　望月康弘　今井毅　大川和美　小粥敏子　内村一恵　
伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会　大仁地区民生委員児童委員協議会
静岡県かん水養魚協会　三島信用金庫理事長 高嶋正芳　㈱大仁まごころ市場
一般財団法人静岡県労働福祉事業協会おおとり荘　匿名35件
　　　　　　齋藤智恵子　重田弘子　寳田きみ江　匿名５件
　　　　　　芹澤旦　伊藤晴美　小池進　古山輝男　眞部文雄　佐々木良子　諸伏清美
　　　　　　特別養護老人ホームぬくもりの里

市赤十字奉仕団各分団からバザー
売上げをご寄付いただきました。

【赤十字奉仕団】
【文具バンク】
【手　芸　品】
【食　料　品】

【そ　の　他】

10：00～15：30 10：00～12：00



〒410-2123 伊豆の国市四日町302-1  韮山福祉・保健センター
TEL.055-949-5818 FAX.055-949-2540

社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会
●一般会費 ５００円　●賛助会費（一口）１,０００円　●特別会費（一口）５,０００円

皆様からの会費が地域の充実した福祉を推進するために
役立てられています。
会費のご協力をお願いします。

社会福祉協議会
会費のお願い

社協会費をありがとう

《ボランティア養成講座》

地域福祉講演会地域福祉講演会地域福祉講演会地域福祉講演会地域福祉講演会
令和５年２月14日（火）13：30～15：00●日　時／

●会　場／韮山福祉・保健センター 
●講　師／静岡きょうだい会  代表 沖 侑香里 氏　　
●演　題／「きょうだい」に着目した障がい者家族支援
　　　　　～地域の中でできることを考えよう～
●内　容／障がい者のいる家族が安心して生活するには、
　　　　　どう関わり、支援できるのか考える
　　　　　きっかけづくり。
●対　象／市内に勤務・在住の方
●定　員／50名 ●参加費／無料

☎0558-76-8012
お問合せ

伊豆の国市成年後見支援センター

親族の成年後見に関する思いを語り合い、
後見業務に関する情報交換をしてみませんか

☎0558‐76‐8012お問合せ

市役所大仁庁舎内 くらし相談窓口
☎055-949-5818
伊豆の国市社会福祉協議会 お問合せ

子どもの学習・生活支援ボランティア募集
子どもたちの自立を応援する学習支援に
ボランティアとして参加しませんか？
●日　時／①毎週水曜日

16：00～19：00のうち２時間程度
②長期休み（春、夏、冬休み期間中の１０日間）
9：00～15：30

●会　場／韮山福祉・保健センター、市役所大仁庁舎、
　　　　　長岡寮湯の家、プレーゲ大仁 (変更あり)
●内　容／生活に不安を抱える世帯の
　　　　 子ども（20歳未満）の学習の見守りなど
●その他／有償ボランティアとなります。詳細はお問合せください。
申込方法：右記QRコードか、市役所大仁庁舎内 くらし相談窓口へ
               お越しください。

親族後見人情報交換会親族後見人情報交換会
●日　時／令和５年1月18日（水）1０：００～11：30
●会　場／伊豆の国市役所大仁庁舎2階　第1・２会議室

●講　師／伊豆中央法律事務所　弁護士 尾沢 勇紀氏
●対　象／◆市内在住または在勤で親族の成年後見人等
　　　　　　(成年後見人、保佐人、補助人)である方
　　　　　◆市内に住む親族の成年後見人等である方
　　　　　◆上記いずれかに該当する立場になる予定のある方
申込方法：右記QRコードか、伊豆の国市成年後見支援センター（市役所大仁庁舎内 くらし相談窓口）
　　　　　にて申込書を記入の上、令和5年1月11日（水）までにお申し込みください。

親族後見人情報交換会

◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係　055055-949949-58185818◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係 055-949-5818

伊豆の国市社会福祉協議会緊急募集緊急募集緊急募集緊急募集緊急募集 正規職員募集正規職員募集!!!!正規職員募集!!

❖デイサービス看護正規職員（利用者の健康管理・機能訓練等）
●要　　件…保健師 又は 看護師の資格有、普通運転免許　1名程度（随時採用）

❖一般事務正規職員（地域福祉事業・子育て支援・生活困窮者支援・子どもの学習支援 等）
●要　　件…社会福祉士の資格有（取得見込可）、普通運転免許　２名程度（令和５年４月１日採用）

※勤務時間、休日、勤務地、給与等の詳細は、
　伊豆の国市社会福祉協議会ホームページをご覧下さい。
※嘱託職員(韮山地域包括支援センター介護支援専門員)、パートタイム職員
　(ホームヘルパー、デイサービス送迎車運転手)も随時募集しています。

　伊豆の国市社会福祉協議会（韮山福祉・保健センター、大仁庁舎くらし相談窓口）の窓口業務は、令和4年12月29日（木）
から令和5年1月3日（火）までお休みをさせていただきます。ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願いします。

年末年始・お休みの
お知らせ

皆さんの
気になっていることや
悩みごとなど、
ざっくばらんに
お話ししましょう！

ティ 募集
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