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心配ごと相談

法律相談

知的障害者（児）相談

福祉相談

秘密厳守
日時　毎週火曜日
　　　13時～16時
場所　福祉しあわせセンター

◎法律相談をご希望の方は、事前
に心配ごと相談をお受けください。

弁護士により月１回、実施します。
成年後見制度のご相談も

お受けします。

日時　12月２日・16日（水）
　　　13時30分～16時
場所　福祉しあわせセンター
民生委員・児童委員が

ご相談をお受けします。

日時　第２土曜日
　　　10時～11時30分
場所　石ヶ池パークセンター

日時　12月３日（木）・19日（土）
　　　10時～12時
場所　播磨町福祉会館

困りごと相談

秘密厳守
日時　12月３日・10日・24日（木）
場所　福祉しあわせセンター
播磨町人権擁護委員が

ご相談をお受けします。

日　時　12月12日（土）
　　　　13時30分～15時30分
場　所　福祉しあわせセンター
内　容　懇談会

認知症家族の会

このページに関する問合せは
播磨町社会福祉協議会
TEL.079-435-1712

　地域包括支援センターでは、虐待や成年後見の相談を常時受け付けています、この度、個別相談会を
実施します。（事前の予約が必要です。）
　さて、「権利擁護」「成年後見」「虐待」という言葉は聞きなれず、むずかしいと感じる皆さんが多
いと思います。これは本来、弁護士や司法書士といった法律の専門家によって行われる専門相談ですが、
いきなり専門家に相談するのは、少し気が引けるとか、些細なことなので戸惑っているという方は、こ
の機会にぜひご相談ください。
　※必要に応じて、専門機関の相談につなげます。
　相談例　・成年後見の申立はどのようにすればよいのか？
　　　　　・年金生活が苦しくて、生活を立て直したい。
　　　　　・いつも怒鳴られているので、助けてほしい。　など
　日時：平成27年12月12日（土）　９：00～12：30
　場所：播磨町福祉しあわせセンター　（播磨町南大中１―８―41）

問合せ・申込み　播磨町地域包括支援センター　☎０７９－４３５-１８４１

　播磨町福祉会館（指定管理者：播磨町社会福祉協議会）では、今年も10月27日（火）、「福祉と
文化のかおり高いまちにしましょう」をテーマに、８回目となる文化祭を開催しました。
　開催にあたっては、福祉会館を利用する団体・サークルに呼びかけ実行委員会を組織し、企画・
準備・当日の運営にいたるまで、皆さんのご協力のもと開催しました。
　おかげさまで、天候にも恵まれ、たくさんの方にご来場いただきました。紙面をかりまして、実
行委員の方はじめご協力、ご来場いただきました皆様にお礼申し上げます。

権利擁護個別相談会（自身や家族を守る相談）

カラオケ機器ありませんか？
　デイサービスでは、みんなでカラオケを楽しむ
日が、週に何度かあります。利用者さんが、とて
も楽しみにしているレクリエーションの一つです。
　そんな中、現在使用している機械の調子が悪く、
募集させていただくことになりました。
 自宅にて使用していない機器がありましたらお
譲り頂けたらと思います。
 お譲り頂いた際には、大事に使用させて頂きま
す。
希望している物：レーザーディスクカラオケ
　　　　　　　　　　　（本体機器）
お問い合わせ
   播磨町デイサービスセンター
   播磨町南大中１－８－50
   ☎０７９－４３７－６１５５

※何か不明な点や、ご質問
　があればお電話下さい。
　担当　井上・松原まで

第8回 福祉会館文化祭

デイサービスセンター パート職員 募集！デイサービスセンター パート職員 募集！
【Ａ】看護師　　　採用人数　１名
①業務内容　介護保険法および障害者自立支援

法によるデイサービス事業における高齢
者・障害者の看護業務およびデイサービス
事業における業務

②勤務日数　月曜日～土曜日のうち、３日程度
（祝日勤務あり・日数については相談可）

③勤務時間　８：30～17：15
　　（昼に１時間休憩　有   実働７時間45分）
④給与等雇用条件　
　　時　給　　看護師　　1,300円／１時間
　　　　　　　准看護師　1,250円／１時間
　　その他詳細は、当会の規定に基づく
　　
　問合せ先　播磨町社会福祉協議会
☎０７９－４３５－１７１２

調理ボランティア募集（阿閇の会）調理ボランティア募集（阿閇の会）
　一人暮らしの高齢者の方や高齢者世帯等に週一度、お弁当を作るお手伝いをして下さる調理ボランティア
を募集しています。
　日時　毎週木曜日　午後１時～午後４時頃まで　　※月１回～２回程度（８月は休み）
　場所　中央公民館・野添コミセンの調理室

問い合わせ・申し込み　　播磨町社会福祉協議会　☎（079）435－1712
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寄付者ご芳名

平成27年度 社会福祉協議会特別会員 ご芳名

（所得税法第78条第2項第3号該当
　　　法人税法第37条第2項及び第3項第3号該当）

●福祉のために
（敬称略）（個人の部）

12,000円
5,000円

地区名 氏　名 金　額

あたたかい善意ありがとうございました。
（平成27年10月11日～11月10日）

大 中 団 地
大 中 東

匿 名
匿 名

3,000円
50,000円

タオル118枚
2,000円

播 磨 町 花 と 緑 の 協 会
あ す な ろ
兵 庫 東 播 岳 風 会 婦 人 部
播 磨 町 陶 芸 倶 楽 部

（敬称略）（団体の部）
団体名 金　額

●今月の払出状況
15,000円子どものいない老人誕生祝い

　第７回福祉会館文化祭において、今年も、ボランティ
アグループ「あすなろ」の皆さんによる手作り品等のバ
ザーが行なわれ、来場いただいたたくさんの方にご購入
いただきました。この売上金より50,000円を福祉会
館のために活用してくださいとご寄付いただきましたの
で、紙面をかりましてお礼申し上げます。
　なお、あすなろでは、ご家庭で眠っている毛糸・着
物・布地等の提供いただけたらとのご希望があります。
ご家庭に眠っているものがあれば、ぜひ福祉会館までお
届けください。ご協力お願いいたします。

お礼とお願い

　播磨町社会福祉協議会の特別会員をお願いいたし
ましたところ、町内の法人・商店等142社より特別会
員として会費にご協力をいただきました。ここに厚く
お礼申し上げます。会費の最終報告については、改
めて報告させていただきます。  【50音順　敬称略】

明石同仁病院エスポアール遥
浅井クリニック
あさはら歯科
浅原歯科医院
淡路鉄工㈱播磨工場
井原興産㈱播磨出張所
上月建設㈱
上野歯科医院
宇津原㈱
圓満寺
王子商店
大江建築
大西左官
オーニシ電機㈱
岡一工事株式会社
岡本クリニック
岡本自転車商会
加古商会
㈲橿本塗装店
カットハウス クリップ
カフェテラス･ハミング･バード
(医)河合医院
川崎重工業㈱播磨工場
川野外科

カンキカメラ
キコー株式会社
㈱きしろ
㈱北山サクセン工業所
喫茶  園
木下運送㈱
木下商事㈱別府自動車工作部
キューピット保育園
協和工務店㈲
日下部左官工業
光栄興産㈱
㈱神戸製鋼所播磨工場
コーヒー工房　カフェクラフト
西条堂
佐伯モータース
㈱佐伯商店
三喜㈱
㈱サンロックオーヨド播磨工場
司法書士　大辻要二事務所
シマブンエンジニアリング㈱

播磨工場
シモデカメラ
社会福祉法人知足会 あえの里
㈲ショウセイ建設

昭和フェルト㈱
シラサギ警備保障㈱
㈱神鋼環境ソリューション
新谷クリニック
㈱スズキ
住友金属鉱山㈱播磨事業所
住友精化㈱別府工場
生活協同組合 コープこうべ
セイカテクノサービス㈱
星光PMC㈱播磨工場
正武産業㈱
セブンイレブン播磨野添1丁目店
㈱タイホーコーザイ

労働組合播磨支部
ダイワボウポリテック㈱播磨工場
ダイワエンジニアリング㈱
田岡化学工業㈱播磨工場
高砂機工㈱
多木化学㈱
㈱滝川製作所  新島工場
但陽信用金庫本荘支店
土山内科外科医院
寺岡表具店
でんきのツルイ

東亜外業㈱東播工場
㈱東播自動車教習所
とくだ歯科医院
特定医療法人社団仙齢会はりま病院
徳富建設㈱
徳山接骨院
中作商店
西口商店
西樽喜
㈲日新建設
日新信用金庫本荘支店
日本マクドナルド㈱明姫播磨町店
日本山村硝子㈱播磨工場
㈱ノザワ　播州工場
㈱一組
服部クリニック
㈲ハリマ園芸
播磨建販
播磨設備㈱
播磨中央保育園
播磨町漁業協同組合
播磨町商工会
㈲ハリマ電化
播磨特殊溶接株式会社

㈲播磨熱処理センター
播磨保育園
播磨本荘郵便局
晃工業㈱
ひなぼし
ひまわり薬局
姫路信用金庫本荘支店
兵庫県漁連のり流通センター
兵庫県環境サービス㈱
兵庫南農業協同組合播磨支店
㈲兵庫ワンダー社
日和佐板金
普光寺
フジイ機工
藤沢産業㈱
藤田酸素工業㈱
㈱富士電気商会
富士プレート㈱
㈱藤本組
藤原材木店
㈲藤原電子工業所
藤原時計店
藤原保険事務所
㈱フタバ

古河工業㈱
兵神機械工業㈱
㈱ホンダカーズ西神戸
毎日精機㈲
㈱前田土木
㈲マツオデンキ
松田製畳所
㈱松原テクノ
丸紅建材リース㈱東播工場
三木動物病院
㈱ミツテック
㈱みなと銀行本荘支店
三宅機工商会㈱
三輪運輸工業㈱播磨工場
㈱明光
㈲八木ビル
㈲山口商事
ゆめじ美容室
㈱吉田土建
㈱吉永電機
由不二産業㈱
米山小児科
理容 やまぶち
㈱リョーサン

　ゆうあい園は、木曜会・スイトピーなどのボ
ランティアグループ、播磨町ペタンク協会や華
道や和太鼓をご指導いただいている先生など、
多くの方々に、ご支援・ご協力をいただいてい
ます。
　10月28日(水)、播磨町健康いきいきセンター
に日頃からお世話になっている皆さんに集まっ
ていただき、交流会を開催しました。今年で17
回目を迎える交流会。この日に向け、園でも縁
起がいい出し物といわれている「南部俵積み
唄」にチャレンジし、練習を重ねてきました。
　皆さん、いつもありがとうございます。
　そして今後ともよろしくお願いします。

ゆうあい園
ボランティア

交 流 会


