




◎主催　　庄内町ふれあい福祉まつり実行委員会・庄内町社会福祉協議会
　　　　　庄内町老人クラブ連合会　　庄内町民生委員・児童委員協議会　　庄内町シルバー人材センター　　余目身体障害者福 祉会　　立川身体障害者福祉協議会
　　　　　  庄内町ボランティア連絡協議会　　庄内町母子寡婦福祉会　　庄内町余目婦人会　　庄内町手をつなぐ育成会 　　庄内 町余目盆栽愛好会
◎後援　　庄内町、庄内町教育委員会
◎協力　　山形県立庄内総合高等学校、庄内町立各小・中学校、障がい福祉サービス事業所のみなさん
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品物を提供いただきました皆様、
ありがとうございました。

掘り出し物を探せ♪掘り出し物を探せ♪

素敵な盆栽だの～♪素敵な盆栽だの～♪

今年は花の苗を多めに準備しました。
お陰様で完売でした。

先着15名への凧のプレゼントには
長蛇の列ができました。

相談を受けたり麦茶を提供したり体操を
したり♪地域包括支援センターの紹介も
掲示しました。

　今年度で１３回目となる庄内町ふれあい福祉まつりが、響ホールを会場
に、庄内町芸術祭開幕記念事業と同日開催で賑やかに開催されました。
会場ではさまざまなコーナーを設け、子どもからお年寄りまでみなさん
に参加していただき、笑顔あふれるイベントになりました。
　来年も素敵な笑顔にお会いできることを楽しみにしています♪

高齢者体験キットを身に着けて、ホール
内を散策！箸での豆拾いもたくさんの
方々に体験していただきました。

毎年恒例！母子寡婦福祉会の方々お手製の玉こ
んにゃくは庄内ならではの優しい味でした♥

子どもから大人まで楽しんでいただける
空間でした。

100歳体操でいつまでも元気！
100歳体操でいつまでも元気！

終始大盛況！終始大盛況！

なんだかぼやけて見える～！
なんだかぼやけて見える～！

甘じょっぱいいい香り♪甘じょっぱいいい香り♪

購入した商品を食べながらゆっくりと
寛いでいただく空間を設けました。

こんだごどしったんの～！
こんだごどしったんの～！

今回からの試み！
　小ホールを喫茶店化！

今回からの試み！
　小ホールを喫茶店化！

平成30年7月豪雨災害義援金・
南三陸町義援金
平成30年7月豪雨災害義援金・
南三陸町義援金

風船を使って動物や お花や剣などを作り、
たくさんの笑顔をい 　ただきました。

これで作って～！！これで作って～！！

障害福祉サービス事業所（いっぽ・さくらが
丘・かたぐるま・ひまわり園）と庄内町障が
い児者を持つ親の会“あっとほーむ”ボラン
ティアよる製作品販売がおこなわれました！

スイーツや
ハンドメイド品がいっぱい！

スイーツや
ハンドメイド品がいっぱい！

凧Ｇｅｔ♪凧Ｇｅｔ♪

第 1 3 回

同 日 開 催 　　庄内町 芸術祭開幕記念事業
9月1日（土）　庄内町 文化創造館『響ホール』

高校生ボランティア（庄内総合高校ＪＲＣ部）
の皆さんの元気な呼びかけに、42,296円の
義援金が集まりました。皆様のあたたかいご
協力ありがとうございました。

平成２９年度町福祉団 体・社協活動の写真・町内
児童生徒の福祉標語 を展示しました！
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　今年度で１３回目となる庄内町ふれあい福祉まつりが、響ホールを会場
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同 日 開 催 　　庄内町 芸術祭開幕記念事業
9月1日（土）　庄内町 文化創造館『響ホール』
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除雪ボランティア募集！若い方も大募集！

社協事業所けいじ板

除雪が困難な高齢者、障がい者世帯（社協で対象と定める世帯）への除雪活動（出入口・避難口・窓・軒下
など）
※屋根の雪下ろしを含む、危険と判断する除雪は対象外とします。
※豪雪によって庄内町が豪雪対策本部を設置し、著しく生活に支障が出る場合に活動していただきます。

ボランティア活動中のケガや物損を補償する「ボランティア活動保険」を
取り扱っております。（掛金350円～）
　詳細は、下記までお問い合わせください。
　お申し込み先・お問合わせ先
　総務福祉課 福祉係　☎ 56－3373　FAX 56－2434

社協に申し込みのうえ、除雪ボランティアの登録をしていただきます。
※社協が除雪の要望を集約、調整し、登録された方へ依頼します。現地の状況等を確認し、除雪を依頼しな
い場合もあります。

お問い合わせ ～いつまでも自分らしく住みなれた地域で暮らすために～

（裁判所ホームページ各種パンフレット成年後見制度パンフレットより抜粋）

Q.どのような種類があるのですか？

Q.成年後見制度とはどのような制度なのですか？

◆活動内容

◆申込方法

◆その他

介護センターほほえみ
訪問介護事業所（庄内町余目老人福祉センター内）

☎45‐0585

　自宅を一歩出てお話したり、仕事をしたり、創
作活動をしたり自由に活動できるフリースペース
です。興味のある方は、気軽にご見学ください。
利用対象：町内在住の障害者等(65歳以上の方も
ご利用いただけます。)見学・面談してからの利
用となります。

●判断能力が不十分になる前に→任意後見制度
　将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」
「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決
めておく「任意後見制度」が利用できます。

●判断能力が不十分になってから→法定後見制度
　家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後
見人・保佐人・補助人）が選ばれる「法定後見制度」が利用でき
ます。利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
　本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの
制度を利用できます。

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する
能力が十分ではない方（ここでは「本人」といいます）につい
て、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶこと
で、本人を法律的に支援する制度です。

開所時間：10時～15時
開 所 日：土日祝日以外

地域活動支援センターに来てみませんか?

地域活動支援センターとは…

園芸 創作活動

成年後見制度とは？

庄内町地域包括支援センター （庄内町余目老人福祉センター内）☎45-1030
立川サブセンター 　　（庄内町役場立川庁舎内）☎51-2505

詳しく知っていただくために詳しく知っていただくために
成年後見制度

私達の仕事は、在宅介護や生活を通して
皆様から、いきいき元気になって頂くことです。
御家族様が大変な部分もお手伝いさせて頂きます。
お気軽にお声をかけて下さいね。

お問い合わせ

　障がい福祉について知りたい、または興味のある町民の方を対象
に、障がい児・者サービス事業所を巡る「バスツアー」を開催いた
します。実際に事業所へ訪れることで、事業所の特徴や現場の雰囲
気を知ることができます。ぜひ、この機会にご参加ください♪

お申込みは、下記問い合わせ先へ電話・FAX・E-mailいずれかの方法
でお申し込みください。その際に①氏名②電話番号③バス乗車場所
（立川or余目）をお伝え下さい。

庄内町障害者相談支援センター（ひまわり園併設）
☎＆FAX：42-2232

E-mail：shien-no-wa@bz03.plala.or.jp

１．日　　時：平成30年12月14日㈮
　　　　　　　12時10分～15時20分
２．集合場所：◎立川老人福祉センター…12時10分出発
　　　　　　　◎余目老人福祉センター…12時30分出発
３．参 加 料：100円（保険料等）
４．見 学 先：①多機能型事業所あすか
　　　　　　　②障がい者支援ホームのぞみの家
５．そ の 他：見学先の都合上、定員25名にさせて
　　　　　　　頂きます。定員に達した場合は締め
　　　　　　　切らせて頂きます。ご了承ください。

第3回障がい児・者サービス
事業所見学会を開催いたします！

バス
ツアー

職 員 募 集

●形　　態／①常勤臨時職員（産休代理） 1名
　　　　　　②非常勤臨時職員　　　　　１名
●採用期間／①2019年2月1日～2020年4月中旬（予定）
　　　　　　②2019年4月1日～2020年3月31日
　　　　　　　（1年ごとの更新）
●業務内容／地域福祉事業に関する業務
●勤務場所／庄内町社会福祉協議会
●勤務時間／月曜日から金曜日
　　　　　　①午前8時30分～午後5時15分まで（８H勤務）
　　　　　　　②午前9時～午後4時まで（６H勤務）
●処　　遇／①日給6,900円、社会保険、雇用保険
　　　　　　②日給5,700円、社会保険、雇用保険
●応募要件／普通自動車免許、ワード・エクセル操作可能
　　　　　　な方、社会福祉主事等の資格を有する方歓迎
●応募期間／2018年12月21日㈮まで
　　　　　　郵送もしくは持参（時間厳守）
●応募方法／本会所定の「履歴書」に必要事項を記入（資格等が
　　　　　　　あれば資格証明書（写）添付）のうえ、庄内町社会福
　　　　　　　祉協議会（余目老人福祉センター）に提出ください。
　　　　　　「履歴書」は余目老人福祉センターで配布
　　　　　　（社協HPからもダウンロードできます。）
●選考方法／面接（日時等は後日連絡いたします。）

※詳細は、総務福祉課　総務係
　☎ 43-3066までお問い合わせください。

●形　　態／①常勤臨時職員　　　　　 1名
　　　　　　②非常勤臨時職員　　　　　若干名
●採用期間／①2019年2月1日～（年度ごとの更新）
　　　　　　②随時（1年ごとの更新）
●業務内容／利用者宅を訪問しての身体介護、家事支援
●勤務場所／介護センターほほえみ（余目老人福祉センター内）
●勤務時間／本会シフトによる（基本週休2日制）
●処　　遇／①日給7,000円～7,300円
　　　　　　　社会保険、雇用保険、その他手当
　　　　　　②時給920円～1,020円
　　　　　　　（勤務時間により雇用保険加入）
●応募資格・応募要件
　　　　　／介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
　　　　　　普通自動車免許
●応募期間／①2018年12月21日㈮まで
　　　　　　　郵送もしくは持参（期間厳守）
　　　　　　②随時
●応募方法／本会所定の「履歴書」に必要事項を記入「資格
　　　　　　　証明書（写）」添付のうえ、庄内町社会福祉協議
　　　　　　  会（余目老人福祉センター）に提出ください。
　　　　　　「履歴書」は余目老人福祉センターで配布
　　　　　　（社協HPからもダウンロードできます。）
●選考方法／面接（日時等は後日連絡いたします。）
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※詳細は、介護サービス課　訪問介護係
　☎ 45-0585までお問い合わせください。
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