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善意の寄付 　　　　　　　　　（令和2年6月1日～8月31日）

【福祉のために】

・生きいきシルバーサウンド　　　　　16,000円
　セラピクス水島啓子先生会員

・楡　勝輔　　  　　　30,000円

・匿名　 　  　　 　　200,000円

・匿名     　 10,000円

・匿名　　　 　　　　　　　　　　 　 7,754円

・匿名   　　   2,000円

【コロナ禍で困っている方のために】

・匿名　　        20,000円

【事業所コロナ対応対策に係る備品購入として】

・匿名　　　              50,000円

・匿名　　        50,000円

【食材提供いただいたもの】

そうめん・玄米・米 
                                      （敬称省略・順不同）

サポート店の方から、「高齢者

の方の様子が気になって」とご

相談いただきました。「引き続

き、見守っていきます」と心強い

お言葉もいただき、誠に

ありがとうございます。

地域包括支援 センター職員

社協法人会員

社協だよりの設置 募金箱の設置

見守り支援

サポート店の主な福祉活動

明るいまちづくりサポート店は、社

協の趣旨・目的に賛同し、一緒に地域の福

祉活動に取り組んでいただいています。

ちいきふくし ちいきふくし 
明るいまちづくり

サポート店
明るいまちづくり

サポート店
のご紹介

社協 募金 見守

プリムローズ

香り豊かな紅茶が

お楽しみいただけ

ます。勿論コーヒーも‼

大山崎尻江

JR山崎駅前

募金箱募金箱

く
れ
よ
ん

皆様から寄せられた募金箱＆あかりちゃん

色塗り作品の一部をご紹介します。

募金箱は協力いただける施設や

お店に置かせていただきます。

たくさんのご応募

ありがとうございました！

色塗り色塗り

お店に置かせていただきます。
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大山崎おもてなしウィーク2020
  11月27(金)~29(日) 大山崎一円

大山崎おもてなしウィーク2020
  11月27(金)~29(日) 大山崎一円

なごみきっちん＆
ファーム(社協)

27日・29日に出店決定　　野菜の販売ほか　

*詳細は、おもてなしマップ（11月初旬配布）・社協HPで

1人で支援することの責任感もある

が、利用者の方としっかり向き合え

て、深く関われる分、やりがいを感じて い

ます。利用者の方との会話も楽しんでいます！

ヘルパーの仕事

の魅力とは？
ヘルパーさんに
質問してみた

子育て中のお母さんが働きやすいのも魅力

です。実務経験を積めば、介護福祉士、ケア

マネジャーの資格も目指せますよ。

社協パート職員募集社協パート職員募集

採用人数　

応募条件

就業時間

時給

昇級

加入保険

選考・応募
方法

ホームヘルパー募集 デイサービス職員

①年齢不問

② 無資格、経験等なくても可

８:30~17：00

有

履歴書（写真貼付）・面接

採用条件により各種保険加入

身体介護／1700円　

生活援助/1400円

介護福祉士／1110円

資格なし/1010円

 ７：００～19：00（
サービス
提供時間）

上記時間の内、週に1日以上、

1時間からでも可能

①年齢不問

② 初任者研修修了者　(旧ホームヘ
ルパー2級 )

　　 介護福祉士のいずれか資格必須

若干名 若干名

*処遇改善加算手当含む  ＊祝日は時給アップ

*休日　
月～土曜日までのうち週２～４日
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青…家事or食事・休憩
桃…子どもとの時間　　
黄…仕事

授業参観

保育所の
お迎え

娘の登校を見送り、
息子を保育所へ

午前は、
Yさんと
Tさんの
家事援助

Mさ ん の
身体介護

バイバイ

協 子 さ ん
のある1日

協子さん(仮名)

月に一度、ヘル

パ ー 会 議 を 開

催！みんなで情

報共有や研修

を行っています

1313

17

授業参観
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1414

16

17

15

授業参観

Sさんと
Oさんの
家事援助

祭祭
祭祭

祭祭

大山崎町社協は「一人ひとりの生活にあった

ふくしのつながりづくりをお手伝いします」を

スローガンとして≪住民主体≫の福祉活動を

積極的に展開しています。今年度は、新型コ

ロナウィルス感染症予防のため、非接触型の

お祭りを開催することにしました。

★出品について★

①提供は無償（落札金額は全て寄附となります）

②未使用品のもの限定（食品以外）

③社協窓口まで届けてもらえるもの

※落札されなかった場合は、地域福祉

活動のために活用させていただきます。

（オークション形式）（オークション形式）♡寄付物品大募集！！
　　チャリティバザー用➡➡➡➡
♡寄付物品大募集！！
　　チャリティバザー用➡➡➡➡

募集

期間
10月30日（金）まで

リモート
リモート

第2回第2回

OH！
やまざき体操

配信中

大山崎町社協YouTubeチャンネルにて、地域で行

われている福祉活動やボランティア活動、長寿苑サ

ークル活動、社協が取り組む事業等を配信

♡あかりちゃんTVの動画配信♡あかりちゃんTVの動画配信

♡チャリティバザーin ZOOM♡チャリティバザーin ZOOM
集まった提供物品（未使用品）をZOOMを使ってチャリティバザーを開

催。落札額は、すべて新型コロナウィルス感染症対策応援寄附金、令

和2年度豪雨災害義援金とさせていただきます。※参加は事前申込

制となります。詳しくはHPに11月上旬頃、掲載いたします。

ボランティア保険

4月1日に
さかのぼって
補償対象に！

新型コロナウィルスは特定感染症となり、4月1日に

遡及して対象とすることになりました。

＊新型インフルエンザは補償されません。

*保険料の追徴などはなし

＊ボランティア活動中にボランティ
ア自身が特定感染症に罹患した場
合に保障

＊ボランティア活動中の感染か否
かは、感染前後の状況等を確認し、
保険会社が判断

*特定感染症による死亡は、死亡
保険金の支払いなし

*葬祭費用保険金は補償対象者の

親族（6親等内血族など）へ支払い

ボランティア活動者のための

　　天災補償なしSプラン　　　　　　　　　　　天災補償ありSプラン

基本補償　　　　　特定感染症　　　　　　基本補償　　　　　特定感染症　　

死亡保険金　　　　　　　　　　　　 900万円    　　　　　　　×　　　　　　　　　1,100万円　　　　　　　　　×

後遺障害保険金　　　　　　　900万円限度　　 900万円限度   1,100万円限度　　1,100万円限度

入院保険金日額　　　　　　　　　5,000円　　　　　　　5,000円　　　　　　　5,000円　　　　　　　　5,000円

通院保険金日額　　　　　　　　　3,000円　　　　　　　3,000円　　　　　　　3,000円　　　　　　　　3,000円　

特定感染症葬祭費用
（300万円限度・実費）

賠償保険金

保険料

今年は、計4回シリーズで開催。

子ども延べ31名、大人延べ4名が参加。

当日、運営側のボランティアとして大学生

や中学生の協力があり、無事開催すること

ができました。

夏休み福祉体験等教室の報告
御礼ボランティアバンク作業班

　　　針金ハンガー
　　　　　アクリル太毛糸

目標
２００本　
達成！

社協だより107号で募集しました

針金ハンガーと毛糸は、予想を上回

る数が集まりました。

ご協力に心よりお礼申し上げます。

「子ども達と音楽ボランティア　ポコの会」による大山崎おもちゃ病院
Ｄｒ．福知による

電波をとらえてみよう

教室終了後、大山崎町についてや自粛期間中の過ごし方な

どをアンケート。その結果は、次号で報告いたします。

まちの名所の映像を観

ました。家族や学校か

らの見学で行ったこと

がある場所は、目を輝

かせて報告してくれ、観

覧後には質問の手

が上がりました。

電波について学びまし

た。電子レンジは電波

を出して温めているこ

とや、金網の置き方で

電波がさえぎられたり

通ったりすること

がわかりました。

詳しくは、取扱代

理店ホームページ➡
をご覧ください。

基本・天災の

各コースより一例

　　　　　　× 　　　　　　〇  ×  〇

3億円

250円 ４50円

新型コロナウィルス

補償拡大のお知らせ

フェイスタオルでのぞう

きん作り。針に糸を通す

のも糸通しを使うのも

初めての参加者が、ほ

ぼ完成させることができ

ました。

　　ぺんぎん堂」店主 吉田氏による

「自分のぞうきん」作り

2学期始めの学校に、提

出するぞうきんにしよう

音楽に触れてみよう

「こんな時だから動画で音

楽を届けよう」と練習して

動画を撮り、DVDにダビン

グして配布しました。今後

は配信も予定しています。

指定日に受け取
りに来て下さい大山崎町内の野菜の詰め合わせをお渡

しします。ご希望の方は、☎で氏名・電話

番号・世帯数などお伝えください。
大山崎町社協独自の取組み！大山崎町社協独自の取組み！

食材を
支援！

社協会費を財源とした事業です。社協会費を財源とした事業です。
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予定数に達した

ら終了します

まちの名所の映像を観

ました。家族や学校か

らの見学で行ったこと

がある場所は、目を輝

まちの名所の映像を観

ました。家族や学校か

らの見学で行ったこと

がある場所は、目を輝

まちの名所の映像を観

ました。家族や学校か

らの見学で行ったこと

がある場所は、目を輝

まちの名所の映像を観

ました。家族や学校か

らの見学で行ったこと

がある場所は、目を輝

★金網を
縦に置くと、
電波は通り

★金網を
横 に 置 く と
通らない ！

送信機

ラジオなど
受信機

　不思議やなあー

電
波
電
波

電
波
電
波

電
波
電
波

送信機

ボランティア
募集＆情報
ボランティア
募集＆情報

ボランティア担当　

ウサギ大好き堀田

ボランティア担当　

ウサギ大好き堀田

ここ、家族で

行ったとこやー

閻魔大王はいつも

見れるんですか？

えんま

「大山崎ふるさとガイドの会」による

大山崎町の映像の紹介

「大山崎ふるさとガイドの会」による

大山崎町の映像の紹介

ー新型コロナウィルスの影響で収入が激減した方対象ー


