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地 域の力は無 限 大 協力員 懇 談 会 開 催

はじめての 手 話 講 座
聴覚障がい者への理解を深め、手話コミュ
ニケーション技術を学ぶことを目的に、昼の
部と夜の部全８回の講座を行いました。ボラ
ンティアグループ「手話サークルあじさい会」
と「小千谷手話サークル」が講師となり、あ
いさつや自分の名前など基本的な手話を楽し
く学ぶことができました。修了式では受講者
の皆さんが、手話で自己紹介をしたり、質問
に答えたりと簡単なコミュニケーションをと
ることができ
るようになり
ました。これ
からもさらに
学びを深めて
いってほしい
と思います。

協力員に委嘱させていただいている町内会長をはじ
め、市議会議員、民生委員児童委員、主任児童委員、社
協役員・評議員など地域を代表する福祉関係の皆さまか
ら出席いただき、６月30日㈭小千谷市民会館にて開催
しました。社会福祉協議会では、協力員の町内会長の皆
さまに社協会費・共同募金の取りまとめやおぢや社協だ
よりの配布をお願いするなど、多くの皆さまのご協力で、
小千谷市の地域福祉を推進しています。
この度の懇談会では、社協の事業や予算、第５次地域
福祉活動計画についての説明、
その後は支え合いのしくみづく

りアドバイザー河田珪子様から
「地域共生の居場所づくり～人
と人、人と社会がつながるため
に～」と題し、居場所づくりを
通じたつながりづくりについて
ご講演いただきました。

フードドライブのお 礼とご 報 告
令 和３年12 月～令 和４年６月分

善意を
ありがとう

54 4 .7 ㎏

フードドライブにご協力いただき、ありがとうございました。
ご寄付いただいた食品は、フードバンクおぢや
に集められ、市内の生活困窮者、ひとり親世帯、
子ども地域食堂、障がい者福祉施設等への支援に
活用されます。

預託金
（R４年６月１日～６月30日）

福祉のために
◦小千谷市老人クラブ連合会


200,000円
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24 時 間テレビ45「愛は地 球を救う」

❽月

のお知らせ【無料】

メインテーマ「会いたい！」

チャリティー 募金 に
ご協力ください！

ご予約・お問合せ／小千谷市社会福祉協議会
電話 83−2340
会場／総合福祉センター サンラックおぢや

■心配ごと相談

２日㈫・４日㈭・９日㈫・16日㈫
1８日㈭・2３日㈫・2５日㈭・３０日㈫

小千谷市内でも次のとおり募金活動を行
います。当日は市内の高校生の皆さんがボ

会場／３階研修室
時間／午前９時30分～11時30分

ランティアとして募金を呼びかけます。
皆様の温かい善意をお寄せください。

■年金相談

◦日時：８月27日㈯
午後２時～６時

◎年金の繰下げ率が有利になりました。
◎障害年金が今までもらえなかった方、相談にのります。

３日㈬

要予約

８月28日㈰

会場／３階研修室
時間／午後１時30分～４時

■法律相談

10日㈬・24日㈬

午前10時～午後６時
◦場所：イオン小千谷店 南口

要予約

会場／２階研修室
時間／午後１時30分～４時30分

さつき工房からのお知らせ

壊れているおもちゃをお持ちください。
おもちゃドクターが診察・治療します。

７日㈰

■からだイキイキ整体

25日㈭

会場／２階会議室
時間／午前９時～正午

当日整理券配布

■陽だまりサロン

介護をしている方同士でお茶を飲みながら、悩みの相談や
情報交換をしています。都合のよい時間にご参加ください。

25日㈭

庵企 画
さつき工房

■もの忘れ心配相談室

おくすり
手帳を
ご持参
ください

簡単な「もの忘れのテスト」認知症や予防などに
関する相談

要予約

ホビークラブ
作品展

芽咲庵にて、パッチワークの会「ホビー
クラブ」の皆さんの作品展を開催しており
ます。お気軽にお立ち寄りください。

◦期 日
令和４年

７月27日㈬
～８月19日㈮

◦時 間
午前10時
～午後３時30分

会場／２階相談室
時間／午前９時～午後３時

会場／市役所
ご予約・お問合せ／
小千谷市地域包括支援センター
電話 83−0807（小千谷市役所内）
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咲

芽咲庵

会場／１階創作活動室
時間／午前９時～正午

18日㈭

芽

■おもちゃ病院

※土、日曜・祝日はお休みします。

※土曜日はグループ予約のみ受付可能（要相談）

お問合せ
小千谷市障害者支援センター

小千谷市上ノ山1−2−15
電話 82−0403 FAX 82−0430

さつき工房

小千谷市社会
福祉協議会

職員採用試験 のご案内

令和５年４月１日採用の職員採用試験を行います。受験を希望される方は「試験申込書」に「資格（取得見込）
証明書、運転免許証の写し」を添えて申込みをお願いします。

１ 採用職種、人数／正職員 ３人程度

５ 受験手続

２ 業務内容／次のいずれかの業務に従事していただきます。
❶地域福祉事業（地域福祉活動支援、ボランティアセン
ター、日常生活自立支援事業、福祉センター相談所、放
課後児童健全育成事業等）に関する業務
❷介護・障害福祉サービス事業（訪問介護、通所介護、居
宅介護支援、相談支援、就労支援、地域包括支援センター
等）における看護、介護、相談等の業務
❸法人運営（総務、経理、庶務等）に関する業務

３ 必要な資格／次の資格のいずれかを有する方、又は令和

５年３月31日までに取得見込の方
介護福祉士／社会福祉士／社会福祉主事／精神保健福
祉士／保健師／看護師／准看護師／主任介護支援専門
員／介護支援専門員／介護職員初任者研修修了（ヘル
パー２級以上含む）
＊上記資格の他、採用時までに普通自動車運転免許（AT
限定可）が必要になります。

４ 試験の日時、場所
日

区分

時

１次試験

令和４年９月３日㈯

２次試験

令和４年９月30日㈮

ボラ

受
付
試験時間


場

所

小千谷市総合体育館
午前９時00分～ 15分 大会議室
小千谷市大字桜町4915番地
午前９時30分
～午後１時40分 電話 0258−83−0077

小千谷市総合福祉
センター
＊受付、試験開始時間について サンラックおぢや
は、１次試験の合否の際に通 小千谷市大字桜町5140番地
知します。
電話 0258−83−2340

受験申込書を郵送で請求する場合
は、角２封筒に120円切手（速達
を希望する場合はその料金を加え
ること）を貼った、宛先を明記した
返信用封筒を同封し、外封筒には
「試験要項請求」と朱書きしてくだ
さい。
また、受験申込書は、社協ホーム
ページからダウンロードすること
もできます。

６ 応募締切
令和４年８月19日㈮
午後５時必着
（郵送も同様）
７ 受験申込書の請求先・
お申込み・お問合せ等
〒947−0035
新潟県小千谷市大字桜町5140
番地 小千谷市総合福祉センター
サンラックおぢや
社会福祉法人小千谷市社会福祉協
議会 総務係（担当：羽鳥）
電話 0258−83−2340
＊連絡される場合は、土・日を除
く午前８時30分から午後５時
までの間でお願いします。
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キッチングル ープの
メンバー を 大募 集！

一人暮らし高齢者「あけびの会」の皆さんに食べていた
だく昼食作りと交流をしています。旬の食材を使って、栄
養たっぷりの昼食を提供しています。月に一度の開催なの
で、仲間づくり、生きがいづくりをしながら楽しく活動し
てみませんか？見学も大歓迎ですので、興味のある方はご
連絡ください。

お問合せ 小千谷市ボランティアセンター
電話83−2340
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