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あけまして おめでとうございます
今年もよろしくおねがいします
ふれあいクリスマス会

“ふれあいクリスマス会”が、平成30年12月20日
（木）
総合福祉センターにて開催されました。この事業
は、日ごろ福祉センターを利用されている方々や、ボ
ランティアセンター登録のボランティアの方々が交流
し、一日を楽しく過ごしていただけたらと、地域歳末
たすけあい募金の配分を受けて毎年実施されており、
今年も参加者は約180名ありました。
午前中は、ボランティアの平野さんによる民謡の披
露や、センター利用者の方々によるコーラスの発表が
ありました。午後からは、ハッピーズさんによる楽器
演奏が披露され、
「ふるさと」や「めだかの学校」な
誰もが

安心して

～ 地域歳末たすけあい募金
配分事業 ～

どのメロディーに皆さん昔を懐かしんでおられました。
最後は、毎年恒例のお楽しみ抽選会で大いに盛り上
がりクリスマス会が終了しました。
当日は、早朝より各ボランティアグループの代表の
方々にお昼のお弁当を調理していただき、また、会場
では受付や喫茶など様々な場面で大勢のボランティア
の方々にお手伝いいただき、本当にありがとうござい
ました。
平成31年も太子町ボランティアセンター事業への
ご支援とご協力をよろしくお願い致します。

暮らせるまちづくりを目指して

ふれあいフリーマーケットが開催されました！
平成30年11月17日（土）太子町役場イベント広場で、
太子町ボランティアセンター主催による毎年恒例の“ふれ
あいフリーマーケット”が開催されました。
この事業は、物を大切にしリサイクルする活動をボラン
ティア活動に結び付けられたらという想いから毎年この時
期に実施されています。
今回も、食器、衣類、雑貨、手作り品、おもちゃなどの
お店が25ブース出店され大勢のお客さんで賑わいました。
また、主催団体のボランティアグループからは、具沢山の
豚汁や、フランクフルトが出店され『あったまるわぁ。
』
という感想が聞かれるなど、こちらも大盛況でした。
当日ご出店頂いた皆さま、ご来場頂いた皆さま、ありが
とうございました。

子ども食堂へのご支援ありがとうございます！
太子町社協では、あすかてくるで羽曳野店
（ＪＡ大阪南農産物直売所）よりご提供いた
だいた食材を子ども食堂へ届ける取り組みを
お手伝いしています。
この取り組みは、ＪＡ大阪南による地域貢
献活動として、あすかてくるで羽曳野店に出
荷される生産者の方々からのご厚意による食
材を、子ども食堂へ引き継ぐ活動で、毎月１
回、太子町社協を通じ町内ＮＰＯが運営する
子ども食堂へお届けしています。
ＪＡ大阪南及び生産者の皆さま、子ども食
堂へのご支援本当にありがとうございます。
平成30年11月８日
（木）
～９日
（金）
の２日間、
太子町立中学校２年生の生徒たちが社会福祉協
議会へ職業体験学習に来てくれました。
職業体験学習では、社会福祉協議会が行って
いる事業についての学習、高齢者体験・車椅子
体験、配食ボランティア活動の体験、福祉セン
ターやつばき作業所の利用者の方々との交流、
また町内各所に設置されている共同募金の募金
箱回収など、２日間という短い時間の中でたく
さんの体験をしてもらいました。
今回の職業体験学習を通して、社会福祉協議
会が地域の方々と様々な形で繋がり合いながら
活動していることを、知ってもらえたことと思
います。太子町の未来を担う子ども達が、地域
との繋がりの大切さに気付き、より良い未来を
築いていってくれることを願います。

中学生 の 職 業体 験 学習

大阪府市町村ボランティア連絡会

テーマ別研修会へ参加しました

平成30年12月10日
（月）
、大阪府市町村ボランティア
連絡会主催のテーマ別研修会が大阪社会福祉指導セン
ターで開催され、太子町から６名のボランティアリー
ダーが参加しました。
今年度は、大阪北部地震におけるボランティア連絡会
（以下、連絡会）の取り組みについての実践報告から、
災害時の連絡会活動のヒントを得ることを狙いとして実
施されました。
はじめに、大阪大学の渥美先生より大阪北部地震の際
の災害ボランティアセンター（以下、災害ボラセン）や
避難所での取り組みについて、実際にボランティア活動
に参加された経験から、ボランティア目線で見た災害支

援の現場のお話をお聞きしました。
その後、高槻市・吹田市ボランティア連絡会の方より、
大阪北部地震の発災から災害ボラセン立ち上げまでの連
絡会の動きや、各連絡会が社協災害ボラセンを側面から
支援し続けた内容について実践報告をお聞きしました。
今回の研修会を通じ、
『連絡会と社協事務局で災害時
の役割分担をイメージしておくこと』
、
『常に関係団体と
の繋がりを持っておくこと』が災害ボラセンの運営をス
ムーズにすすめるうえで大変重要であることを学びまし
た。また研修会の最後に渥美先生が話された
『ボランティ
アは災害ボラセンを支援するために集まったのではな
く、被災者を支援する為に集まっているのを忘れてはい
けない。
』という言葉が印象に残りました。

あっちこっちのいきいきサロンを紹介します！
いきいきサロンとは？
地区福祉委員が主体となり、地域のボランティアの協力
を得ながら、地域の高齢者・障がい者の方々が自宅に閉じ
こもったりしないように、集会所などの集まりやすい場所
で生きがいづくりや健康づくりを目的に実施する仲間づく
りのサロンで、現在、町内の27か所で開催されています。
西

東條

後屋

下之町

栄町

赤坂町
磯長台

内之町・西之口

昭和町

伽山

これから ボランティアをはじめたい方のための

“ボランティア講座”を開催します！
日

時 平成31年２月20日
（水）
午後１時30分～３時30分
（受付開始 午後１時～）
場
所 太子町立総合福祉センター
２階 集会室
主
催 太子町ボランティアセンター
（太子町社会福祉協議会）
太子町ボランティアグループ連絡会
定
員 ３０名
（定員になり次第締め切ります）
申し込み 太子町ボランティアセンター
（☎98-1311）までお電話でお申し

込みください。
（参加費：無料）

内

容

開 会

13：30

講 義

13：35
～14：20

体 験
紹 介
閉 会

14：25
～15：05
15：05
～15：25
15：30

オリエンテーション
・ボランティアって何？
・太子町社協ボランティア
の歴史
・センター登録グループ活
動の紹介
センター登録グループの活
動を体験いただきます
様々な分野のボランティア
活動を紹介します
閉会のあいさつ

お知らせ
社会福祉法人

太子町社会福祉協議会 職 員 募 集

太子町社会福祉協議会において、地域福祉活動に従事していただく、正職員を募集します。

業務内容
募集人数
受験資格
必要資格
採用日
給

与

勤務時間
休
日
福利厚生

地域福祉業務及び生活支援業務
数名
昭和53年４月２日以降に生まれた方で、社会福祉士
資格・社会福祉主事任用資格のいずれかの資格を有し、
かつ普通自動車免許（AT 限定可）を持つ方 ※省令
３号のイ
平成31年４月１日（条件付採用）
大 卒 １９２，７００円
短大卒 １７９，２００円
高 卒 １６２，７００円
期末勤勉手当（６月12月）、地域手当、扶養手当 等
（学歴、職歴に応じて加算する場合あり）
午前９時～午後５時30分（休憩時間：45分）
土・日曜日、祝日、年末年始
年次有給休暇、特別休暇、各種社会保険加入
通勤手当支給（マイカー通勤可）

募集期間

受験申込
書の配布
及び受付

採用選考

平成30年12月17日～平成31年１月25日
（金）
（午前９時～午後５時30分 土日 ･ 祝祭日を除く）
平成30年12月17日～平成31年１月25日
（金）
配布場所：太子町社会福祉協議会
南河内郡太子町大字春日963-1
（午前９時～午後５時30分 土日 ･ 祝祭日を除く）
・受験申込書（本会所定用紙）
・履歴書（本会所定用紙） ・受験票
・各資格証の写し ・運転免許証の写し
※資格証、運転免許証は、筆記試験受付時にその原本
を提示していただきます。
※本会ホームページからもダウンロードできます。
※受験申込書等は郵送もしくはご持参ください。なお、
郵便は最終受付日までに「到着」したものに限りま
す。
一次試験：筆記試験／総合適性検査／小論文
実施日：平成31年２月10日
（日）

嘱託職員も同時募集します

高齢者や障がい者の方々をサポートする日常生活自立支援事業などの権利擁護事業のほか社会福祉協議会事業にも従事し
ていただきます。
応募資格
募集人数

要普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
・パソコン経験（Word/Excel など）
数名 ／ 勤務日 ５日（月～金）

※詳しくは、下記までお問合せ下さい。

《お問い合わせ先》 〒583-0991 南河内郡太子町春日963-1太子町立総合福祉センター内
社会福祉法人 太子町社会福祉協議会（人事担当まで）TEL 98-1311・FAX 98-2111

太子町ボランティアセンターでは、
みなさまの“あたたかい心”をお待ちしています。
平成31年１月１日発行
社会福祉法人

太子町社会福祉協議会

太子町ボランティアセンター

TEL 0721－98－1311・FAX 0721－98－2111
ホームページ http://www.taishi － syakyo.net
Facebook http://www.facebook.com/taishi.syakyo

