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町民介護講座
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～認知症サポーター養成講座～
２月４日（火）蟹田通所介護事業所ホールに
て「認知症サポーター養成講座」が行われまし
た。この講座は認知症を正しく理解してもら
い、認知症の人や家族を温かく見守る応援者に
なってもらう為の講座です。
例えば、友人や家族にその知識を伝える、認
知症になった人や家族の気持ちを理解するよう
努める、隣人あるいは商店・交通機関等、町で
働く人として、できる範囲で手助けをする、な
ど活動内容は人それぞれです。特に認知症サ
ポーターに何か特別にやってもらうものではあ
りません。
認知症サポーター養成講座を受講された方に
は、認知症を支援する「目印」としてオレンジ
リングを差し上げています。
今回の講座には町民や町内の施設関係者約40
名が参加されました。

おせち弁当

～令和元年１２月３１日～

毎年好評を頂いておりますおせち弁当を、昨年末も実施いたしました。素敵な年越しを迎え
られます様、心を込めて作っております。
75歳以上の一人暮らし、二人暮らしの希望者181名へ配達しました。
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三厩地区座談会（昔の三厩の聞き書き）
社協三厩支所にて

川村様宅にて

今までは本町地区会館に集まり行ってい
た座談会ですが、前回開催のおり三厩の歴
史を皆さんから聞き取り、記録としてまと
めていくのはどうか？と話になり、この度
１月23日、24日三厩本町地区において、県
立保健大学の学生による聞き書きが行われ
ました。

～「聞き書き」とは～
「聞き書き」は相手の話を聞いて、それを文章にまとめる（書く）という手法です。話し手か
ら聞いた話を、あたかもその人が「語って」いるように文章にまとめていきます。

老人クラブ研修会

～人権擁護について・ボッチャ～

令和２年１月14日、外ヶ浜町中央公民館
にて外ヶ浜町老人クラブ連合会の研修会が
ありました。
人権教室の後に「ボッチャ」
で交流を深めました。

平
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デイサービス
通所介護
舘

お誕生会では職員の踊りに
利用者様も飛び入り参加！

どっぷ引きで新年最初の運
試し！

蟹
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田

クリスマスのお菓子バイキ
ング。どれにしようか迷う
のも楽しい時間ですね。

お正月は、あん玉くじに挑
戦！大当たりは誰かな？

権現様の厄払いの後は芸達者が次々登場～！
笑顔あふれる新年会！

デイサービス 通所介護

かわいい踊り、ありがとう
ございました！

プレゼントは何かな？

歌声も衣装も決まってます！！

また遊びにきてね～

日清医療食品とコラ
ボレーションで初め
て提供されました、
吉野家の牛丼！！

┃介護保険事業から┃
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特別養護老人ホーム
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あんじんの郷

入所者様と職員がサンタクロースになり各ユニットをま
わりました！プレゼントの中身は⁉

あん玉くじ‥いいのが当た
りますように

笑う門には福来る、職員の
余興は大盛況でした！

福笑いで初笑い！

福袋、１等賞があたったで
しょうか？

全国社会福祉協議会会長表彰
この度、全国社会福祉大会において外ヶ浜町社会福祉協議
会野藤勝雄会長が多年にわたり社会福祉の発展に貢献された
功績により、全国社会福祉協議会長より表彰されました。
野藤会長は、平成17年12月の社協合併後より理事として
様々な課題の解決と円滑な移行に尽力されました。
又、平成26年10月には会長に就任され、地域福祉活動計画
の策定、ふれあいサロン事業の推進等、地域福祉向上に貢献
されました。
これからも住民と社協のパイプ役としてますますのご活躍
をご期待申し上げます。
受賞、おめでとうございます。

不要となった布切れなどはございませんか？
ご家庭に眠っている、タオル・シーツ・衣類などの「不要な布切れ」はございません
か？捨ててしまう前に当会へお電話下さい。ご自宅までお伺いいたします。皆様のご協
力をお願い致します。
【お問い合わせ先】
外ヶ浜町社会福祉協議会 ＴＥＬ0174－22－2250
月～金曜日 午前８時15分～午後５時15分
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社会福祉協議会介護職員募集
【募集人員】
パート及び臨時職員 若干名
【勤務事業所、職務内容】
蟹田通所介護事業所「などわーる内」

下蟹田43－２

トイレ・入浴・食事介助、レク・趣味活動手伝い

平舘通所介護事業所「やすらぎの郷内」 野田鳴川208－１

トイレ・入浴・食事介助、レク・趣味活動手伝い

訪問介護事業所

野田鳴川208－１

家事援助、身体介護、医療機関への同行介護

野田鳴川222－３

トイレ・入浴・食事介護、レク・趣味活動介護
体位交換、おむつ交換、日常生活介護

「やすらぎの郷内」

特別養護老人ホームあんじんの郷

【勤務時間】
臨 時 職 員：１日８時間（週40時間以内）
パート職員：１日２時間～８時間（週30時間以内）⇒ 勤務時間帯は要相談
＊特別養護老人ホームあんじんの郷は以下の交代勤務（パートの短時間勤務も可）
・早番勤務 ７時～16時（休憩１時間）
・中番勤務 10時～19時（休憩１時間）
・遅番勤務 13時～22時（休憩１時間）
・夜間勤務 22時～翌日７時（休憩１時間）
【休 日】
通所介護事業所・・・・・毎週日曜を含む４週で８日以上
訪問介護事業所・・・・・勤務シフトによる休日（４週で８日以上）
特別養護老人ホーム・・・勤務シフトによる休日（４週で８日以上）
【賃金及び手当】
臨 時 ： 月額140,000円～150,000円（介護資格による）
パート ： 時給850円以上
＊手当・・・夜勤手当 ： 夜勤１回3,000円（月４回～６回）
通勤手当 ： ５㎞以上から支給（上限17,000円）
【社会保険等】
雇用・労災・健康保険、厚生年金。※退職共済は１年以上の勤務により加入します。
【申し込み方法】 ・・・ 申し込み締め切り 随時
当会所定の履歴書（各事業所にあります）を提出し、お申込み下さい。
・蟹田：外ヶ浜町字下蟹田43－２
・総合福祉センターなどわーる内
・平舘：外ヶ浜町字平舘野田鳴川222－３
・特別養護老人ホームあんじんの郷
・三厩：外ヶ浜町字三厩新町18－１
・社会福祉協議会三厩支所
【選考方法、選考日時及び場所】
申し込みがあり次第随時面接いたします。
【問い合わせ先】
社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会／電話22－2250
月曜日～金曜日：午前８時30分～午後５時 担当：事務局 高坂

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会 ／ 蟹田支所（町総合福祉センターなどわーる）
〒０３０－１３０８ 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２
（事 務 局）電 話 ０１７４－２２－２２５０
FAX ０１７４－２２－３９２７
（通所介護）電 話 ０１７４－３１－１０８２
FAX ０１７４－２２－３９２７
ホームページ http：//www.s-syakyo.jp/
平舘支所（やすらぎの郷）
〒０３０－１４１２ 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２０８－１
（居宅介護支援）電 話 ０１７４－２５－２８１０
FAX ０１７４－２５－２８１５
（訪問介護）
電 話 ０１７４－２５－２７８０
FAX ０１７４－２５－２７８２
（通所介護）
電 話 ０１７４－２５－２７８５
FAX ０１７４－２５－２７８２
三厩支所（外ヶ浜町役場三厩支所内）
〒０３０－１７９８ 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町１８－１
電 話・FAX ０１７４－３７－３３６０
特別養護老人ホーム あんじんの郷
〒０３０－１４１２ 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２２２－３
電 話 ０１７４－３１－２１２１
FAX ０１７４－３１－２１２２

