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温かい
フリーマーケッ食べ物
トもあるよ！

お 知らせ

掲示板

主 催
日 時
会 場
問合せ

平成26年度（学童）保育クラブ指導員募集

期 日 平成26年3月12日
（水）
行 先 スカイツリー・八芳園・スポーツ博物館
対 象 「リ・シングル」
「シングル」
の方で、
おおむね60歳以上の市川在住の方男女各20名
内 容 日帰りバスツアー
参加費 5,000円
（参加費の一部は、
地域福祉推進事業に役立たせていただきます）

申込み・問合せ いちかわ社協 TEL 047-320-4001
※
「リ・シングル」
とは、
配偶者との死別や離婚などで再び独りになった方

シニアボランティアスクールのご案内

●応募資格：平成26年4月1日現在、60歳未満で下記のいずれかに該当する方
①幼稚園、小・中・高等学校、特別支援養護学校のいずれかの教諭免許
②保育士の資格
③児童指導員、母子指導員の任用資格
④上記と同等と本協議会が認める方
●所定の履歴書の配付・受付期間：まずはお電話ください
1月20日（月）～ 2月6日（木）9：00 ～ 17：00 郵送不可
※土・日・祝日の配布・受付はいたしません
●所定の履歴書の配付・受付場所：保育クラブ担当室 047-320-3124（直通）
●選考方法：筆記および面接試験 2月13日（木）
【雇用条件】
○身分：社会福祉法人市川市社会福祉協議会保育クラブ指導員
○雇用期間：平成26年4月1日から平成27年3月31日（試用期間3 ヵ月あり）
○給与等：月額145,000円、賞与あり（年2回）、交通費は本協議会の給与規程による
○加入保険等：社会保険加入
○勤務：市川市放課後保育クラブ90クラス、月曜日から土曜日、原則として13：00
～ 19：00（6時間勤務）、土曜日、学校休業期間等は8：00から勤務あり※シフト制
○休暇：本協議会の就業規則による※4週6休

～あなたの趣味・特技を活かして 全2回
ボランティアしてみませんか～

在宅介護者のつどい

期 日 ①平成26年2月19日
（水） ②2月26日
（水）
時 間 ①②13時30分～ 16時
会 場 ①②アイリンクルーム
（市川南1-1-1 ザ・タワーズイースト３階）
内 容 ①
「聞き上手なボランティアになろう!」講師：山﨑文代氏 他
②
「シニアボランティアのススメ」講師：渡邊一雄氏 他
参加費 500円
申込み・問合せ 地域福祉・ボランティアセンター
TEL 047-320-4002

在宅で介護をしている方、
どなたでも参加できます。
心やからだをリフレッシュしませんか。
日 時 平成26年2月20日(木) 11時30分～ 14時
会 場 山崎製パン企業年金基金会館
参加費 1,000円
定 員 30名※先着順
※代替介護が必要な方は申込み時にお伝えください
締切り 2月12日
（水）
申込み・問合せ 地域福祉・ボランティアセンター
TEL 047-320-4002 FAX 047-376-8555

編 集 後 記

平成25年度法人会員のご紹介

ご協力ありがとうございました。

新年明けましておめでとうございます。
地域の皆様におかれましては、
すばらしい新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
寒さが身に染みる季節ですが、
「お互いさま」
の声をかけ
あい、
温かい気持ちで暮らせる地域づくりを進めてまいり
ますので、
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
(歌)

もしもの時にあなたの活動を支えます

受付８:４５AM

～８:４５PM
TＥＬ０４７‐３３３‐０１９１
市川市に密着して１２年。浪越指圧。
0才～100才を超える方への施術経験豊かな
国家資格者が訪問致しますので安心です。

当院は日本指圧協会千葉県代表店です。(H22年より）

はじめる前に、「おためし施術」(無料)を
受けて下さい。心身に合った気持ちの良い
施術を心がけております。

ボランティア 活 動 保 険
対
象：日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任
補償期間：申込日翌日から3月31日(年度末)まで
金
額：基本タイプ Aプラン 300円 Bプラン 450円
天災タイプ Aプラン 460円 Bプラン 690円
お申し込み･お問い合せ
地域福祉･ボランティアセンター (東大和田1-2-10) ☎047-320-4002
行徳ボランティアセンター (末広1-1-31 行徳支所2F) ☎047-356-0007

広告主の募集をしています。 発行部数142,500部 広告の大きさ…1コマ6cm×5.7cm刷り色…フルカラー
掲載料金…1コマ31,500円 申込先…社協広告担当
047-320-4001

明けましておめでとうございます。
昨年は、
地域の福祉活動が活き活きと展開され、
特に

人々に対し支援の輪を広げていくことも、
社会福祉協議
会の役割として強く求められております。

「てるぼサロン」
は目標を上回る105ヵ所の開設となり

誰もが幸せを実感できる地域福祉の実現のために

ました。
これもひとえに地域の皆様の力強い福祉力に

も、あらためて「お互いさま！」の声をかけあい、目配

よるものと心から敬意を表し、
感謝申し上げます。

り・気配り・心配りの支えあい・助けあい活動を地域一

本年は、
「第3期わかちあいプラン」
の2年目であり、
同
時に14の地区社会福祉協議会の皆様自らが策定され

丸となって更に充実させてまいりましょう。
本年もなお、
被災地に心を寄せながら

た「地区別計画」も2年目を迎え、いよいよ各地域の個

共に「ガーデニング・シティ・いちかわ」にふさわしい

性・特性を生かした
「お互いさま活動」
が具体的に動き

福祉の花いっぱいの地域づくりを

出すことと存じます。

目指してまいりましょう。

このように元気で幸せな地域づくりが社会福祉協議
会の役割であることは申すまでもありませんが、
今なお
社会環境・生活環境の厳しい中で増え続けている経済的
困窮者や社会的孤立者等、
地域に埋没してしまいそうな

平成26年 元旦
市川市社会福祉協議会
会長 伊与久 美子
役職員一同

いちかわ社協
047-320-4001 FAX 047-376-8555
ウェブサイト http://www.fukusi.jp/（ふくしどっとじぇいぴー）
Eメール info@fukusi.jp

いちかわ社会福祉だよりは︑
自治︵町︶会のご協力で配布しています︒

■平成25年10月～ 12月
(福)あけぼの福祉会、
(株)有村組、
(株)市川ヨーロー堂、
大蔵屋商事(株)、
グループ
ホームあんよう荘、
(株)イースト･ケイ、
(特非)健康麻将全国会市川支部、
(福)サン
ワーク、
たけいフルーツ、
(一社)千葉県宅地建物取引業協会市川支部、
総合佛事の
千葉家(株)千葉石材、
(有)西川永生堂、
はなぜん手書き屋、
プレジールヴィラ市川、
(有)ミウラ電気商会 、
宮崎米店、
もえぎ 、
匿名２件

市川市八幡４－５－１１－１Ｆ

０４７-３２０-４００１
０４７-３７６-８５５５

内容 ・会員ボランティアグループの発表会
NPO法人 市川市ボランティア協会
・展示会、
販売
平成26年2月9日
（日）10時～ 15時
・ボランティア相談コーナー
市川市立八幡小学校
市川市ボランティア協会 080-1284-2856

「異性の友人が欲しいけど、出会いの場がなくて…」
「お茶飲み
友だちが欲しい」…そんな市民の皆様の声に応えて開催して
います"リ・シングルパーティー "。
今回もバスツアーで皆さんの
出会いを演出します。

本八幡指圧院

88

見て・聞いて・まざっちゃおう

リ・シングルパーティー

指圧の心 母ごころ
押せば生命の泉わく
健康保険の在宅訪問マッサージ

No.

入場
いちかわボランティアフェスティバル2014 無料
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