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平成24年度共同募金県域配分金
（25年度事業）申請のご案内

【申請方法】
　上記配分事業について、所定の用紙に必要事項をご記入の
上、最寄りの当市共同募金委員会 各支所へご提出下さい。
　各支所にて受付後、宮城県共同募金会へ書類送付いたします。
※申請用紙については、各支所までお問合わせ下さい。
（宮城県共同募金会ホームページからもダウンロードできます。）
【申請期間】
平成24年7月1日～8月31日まで

【お問合せ/申請受付先】
•大崎市共同募金委員会 古川支所　　TEL 23-7401　
•大崎市共同募金委員会 松山支所　　TEL 55-4546
•大崎市共同募金委員会 三本木支所　TEL 52-2929　
•大崎市共同募金委員会 鹿島台支所　TEL 56-9413
•大崎市共同募金委員会 岩出山支所　TEL 72-5050
•大崎市共同募金委員会 鳴子支所　　TEL 83-2870
•大崎市共同募金委員会 田尻支所　　TEL 39-1236

ホームヘルパー２級課程養成研修受講生募集ホームヘルパー２級課程養成研修受講生募集
●日　　程（講義・実技） ： 
　平成24年
　

　　　　　　（日程変更の場合あり）　全17回
　〈実習〉平成24年11月～12月の期間の4日間（後ほど調整の上決定）
　※講義ごとにレポート提出が必要となります。
　　全課程を修了した方に修了証書を交付いたします。
●実施場所 ： 
　（講義・実技）
　・大崎市古川保健福祉プラザ２階
　（実習）
　・ホームヘルパー同行
　・デイサービスセンター
　・短期入所生活介護施設　・介護老人福祉施設

●対 象 者 ： 原則として大崎市民で、
　　　　　　全課程を受講できる方（補習は行いません。）
●定　　員 ： 30名
●受 講 料 ： 60,000円
　　　　　　（テキスト代込 開講前の振込となります。）
●申込受付 ： 平成24年8月1日㈬～8月17日㈮まで
　　　　　　電話にて受付、受講決定者には連絡文書を
　　　　　　送付いたします。
▶お問合せ・お申込み
　　大崎市社会福祉協議会 職員厚生課
　　大崎市古川三日町２丁目５－１
　　（大崎市古川保健福祉プラザ3階）
　　☎ 21－0550
　

平成24年度

9月 6日㈭・ 8日㈯・13日㈭・15日㈯・17日㈪㈷・
　 22日㈯㈷・29日㈯
10月 4日㈭・ 6日㈯・ 8日㈪㈷・13日㈯・27日㈯・29日㈪・

31日㈬
11月 3日㈯㈷・10日㈯・17日㈯

●赤い羽根共同募金（10月1日～12月31日）

　実績額：17,800,096円
●歳末たすけあい募金（12月1日～12月31日）

　実績額：11,140,804円

平成23年度
大崎市赤い羽根共同募金運動実績報告

（平成24年3月31日現在）　皆様からお寄せいただきました共同募
金は、宮城県共同募金会に送金し、災害支
援事業や地域福祉活動（安心・安全生活支
援事業他）、福祉施設の整備や福祉団体の
育成などに役立てられます。
　温かい善意に心より感謝申し上げます。

ご協力ありがとうございました

【配分事業内容】
①災害支援事業
②安心生活支援事業（一人暮らし高齢者等への見守り等の支援）
③安全生活支援事業（町内会防災備品整備等事業）
④赤い羽根チャイルド大使育成事業
⑤子育て支援事業
⑥社会福祉施設に対する配分
⑦社会福祉団体に対する配分
⑧難病救援活動支援事業
⑨児童養護施設自立支援事業

　大崎市社会福祉協議会では、次世代を担
う小学生・中学生のみなさんに福祉活動を
通じて、「思いやり」や「助けあい」の心
を定着させ、地域福祉活動やボランティア活動への関心を
高めるとともに、ボランティア活動への参加や福祉の心を
育むことを目的に実施します。
　みなさんの応募をお待ちしています。
◇応募資格　大崎市内の小学生、中学生
◇募集作品

◇応募作品　未発表作品で各部門一人1点
◇締切り／応募先
　　　　　平成24年9月7日㈮まで各在学校を経由し、　　
　　　　　当社会福祉協議会 各支所へ提出
◇発表／表彰
　　　　　入賞者には賞状と副賞、応募者全員には参加賞
　　　　　を贈呈します。

※詳細については、最寄の大崎市社会福祉協議会各支所、
　または学校へお問い合わせください。
•大崎市社会福祉協議会 本所 地域事業課
　TEL 21-0550
•大崎市社会福祉協議会 各支所
※TEL 6～7ページ掲載

【連絡先】 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 職員厚生課

職　　種

勤 務 地

保健師・看護職員
介護職員・生活支援員
•地域包括支援センター
　（大崎市／古川・岩出山・田尻）※保健師
•特別養護老人ホーム 敬風園（大崎市鹿島台）
•特別養護老人ホーム 楽々楽館（大崎市古川）
•短期入所生活介護施設 楽々楽館（大崎市古川）
•通所介護事業所（デイサービスセンター）
　（大崎市／古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子地域）
•訪問介護事業所等
　（大崎市／古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻地域）
•生活介護事業所（大崎市鹿島台）
•共同生活介護（援助）事業所【ケアホーム】
　（大崎市／古川・鹿島台地域）
※なお、勤務地については相談により決定いたします。

〒989-6154 宮城県大崎市古川三日町二丁目5-1（大崎市古川保健福祉プラザ 3階）

◆

◆

福祉の職場で働きたい方を
募集しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。職員募集

☎ 0229-21-0550

•保 健 師……保健師資格
•看護職員……看護師資格（看護師・准看護師）
•介護職員……特になし（ホームヘルパー2級以上尚可）
•生活支援員……特になし（ホームヘルパー2級以上尚可）
•保 健 師……200,000円～（経験に応じて）
•看護職員……看護師　 214,200円～
　　　　　　　准看護師 180,600円～
•介護職員……138,600円～
　　　　　　　　※月額換算、月平均労働日数21日
•生活支援員…149,100円～
　　　　　　　　※月額換算、月平均労働日数21日
その他 夜勤手当有（※保健師を除く）、
交通費支給有り、社会保険等完備
詳細については、当会給与規程に基づき決定いたします。
不　問
電話連絡の上、履歴書・資格証（写し）をご持参ください。

応募条件

待　　遇

年齢／性別
応　　募

◆

◆

◆
◆

平成24年度平成24年度 おおさき福祉の心コンクール　
　　　　　  作　品　募　集  

【作文の部】市販の400字詰め原稿用紙2枚～
　　　　　　 3枚以内
【ポスターの部】 四つ切画用紙
【標語の部】A4規定用紙の縦1/2サイズ
【書道の部】書道用半紙 ※学年により題材が
　　　　　　 異なります。

●研修内容：地区の集会所などで開かれている「高齢者の集い」で体操や回想法などを行うボランティアを募集します。
●受講対象：介護予防に興味のある方やこれからボランティア活動をしてみたいという方
●受 講 料：無 料
●研修日程：全４回　下記 地域別に開催
　　　　　【古川地域】 日時：9/4㈫・10/3㈬・11/2㈮・12/5㈬　午後1時30分～

会場：古川保健福祉プラザ 
　　　　　【志田地域】 日時：8/31㈮・9/28㈮・10/30㈫・11/30㈮　午後1時30分～

会場：三本木保健福祉センター・松山保健福祉センター・鹿島台保健センター　
　　　　　【玉造地域】 日時：8/27㈪・10/5㈮・10/29㈪・11/26㈪
　 会場：岩出山地域福祉センター・鳴子保健・医療・福祉総合センター
　　　　　【田尻地域】 日時：9/7㈮・10/2㈫・10/26㈮・11/28㈬

 会場：田尻老人福祉センター

サポーター養成研修 開催

「家族介護教室及び
  家族介護者交流事業」開催

平成24年度

平成24年度大崎市受託事業

・本所　地域事業課
・古 川 支 所
・松 山 支 所

☎ 21-0550
☎ 23-7400
☎ 55-4546

「高齢者の集い」地域活動

古川会場

松山会場

鹿島台会場

岩出山会場

鳴子会場

田尻会場

三本木会場

1

2

3

4

5

6

7

平成24年8月22日㈬
午前10時～正午

平成24年9月24日㈪
午前10時～正午

平成24年10月18日㈭
午前10時～正午

平成24年11月15日㈭
午前10時～正午

平成24年12月7日㈮
午前10時～午後2時
平成25年1月30日㈬
午前10時～正午
平成25年3月6日㈬
午前10時～正午

特別養護老人ホーム 楽々楽館

松山保健福祉センター

特別養護老人ホーム 敬風園

岩出山地域福祉センター

二宮荘

田尻老人福祉センター

三本木保健福祉センター

介護を学ぶ
おむつの選び方・使い方について学ぶ
疲れを癒す
アロマとハンドマッサージ（ハンドセラピー）
介護を学ぶ
家庭介護に役立つ技術と福祉用具について学ぶ
介護を学ぶ
高齢者の食事と介護予防について学ぶ
疲れを癒す
心と体をときほぐすヨガと懇親会
介護を学ぶ
介護保険制度について学ぶ
介護を学ぶ
家庭でできる口腔ケアについて学ぶ

300円

300円

300円

300円

1,500円

300円

300円

30名

40名

30名

40名

40名

40名

40名

お茶代
資料代No 日　　時 場　　所 テ　ー　マ 定員

社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
お問合せ
お申込み

・三本木支所
・鹿島台支所
・岩出山支所
・鳴 子 支 所
・田 尻 支 所

☎ 52-2929
☎ 56-9413
☎ 72-5050
☎ 83-2870
☎ 39-1236

（昼食・入浴料込み）


