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    ＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊

〒563-0341大阪府豊能郡能勢町宿野114 能勢町立ふれあいセンター

ＴＥＬ０７２（７３４）０７７０（代表） ＦＡＸ０７２（７３４）２６２３（共通）

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｏｓｅ-ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/

■居宅介護支援事業所・ホームヘルプサービス事業所 ＴＥＬ０７２（７３1）２６０７

■能勢町シルバー人材センター ＴＥＬ０７２（７３４）４６８０

≪編集・発行≫

社会福祉法人

能勢町社会福祉協議会

≪営業時間≫

平日（月～金）

午前８時３０分

～午後５時００分

毎週木曜日と第2 水曜日、第3 金曜日は、ふれあいセンタ

ーの調理室で、調理ボランティアグループが、ふれあい給食

サービスのお弁当調理を担当しています。

つくり過ぎて余ったお野菜等がありましたら是非、能勢町社

協にご寄付ください！お弁当の材料や福祉施設等での食材とし

て活用させて頂き、地域の皆様により喜んで頂きたいと考えて

います。

調 理 予 定 日

11月 3 日（木） 9 日（水） 10日（木） 17日（木） 18日（金） 24日（木）

12月 1 日（木） 8 日（木） 14日（水） 15日（木） 16日（金） 22日（木）

◆上記調理日の2～3日前にご寄付を賜れば、ふれあい給食サービスのお弁当の材料や福祉施設等

で活用させて頂きますので、よろしくお願い致します。

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

配食ボランティアさん

募集中です！

ひとり暮らしの高齢者の方等

にお弁当を届けていただくボラ

ンティアです。１時間程度のボラ

ンティアです。お気軽にお問い合

わせください。

食べきれないお野菜等ありませんか？？

             

■資 格 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）のどちらかと、

普通自動車運転免許必須（AT限定可）

■業務内容 利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、食事・排泄・入浴介助等

■勤務時間 午前８時から午後６時までの間の都合のよい時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）

■待 遇 社協規定による時間給（交通費有）

■そ の 他 自宅から利用者宅へ直行直帰  

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ホームヘルプサービス ☎ ７３１－２６０７

ホームヘルパー募集中！！

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？
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『社協ふれあいバザー』の物品を募集します。

品物は、社協事務局へお持ちいただくか、ご

連絡いただければご自宅までいただきに参りま

す。

バザーの売上金は、社協の活動資金に役立て

ます。使っていない品物などありましたらお寄

せ下さい。

※古着は、ご遠慮下さい。

※日用品は、未使用・未開封

の物をお願いします。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

「社協ふれあいバザー」の

物品を募集します！

１１月・１２月の予定

★ 11 月11 日（金） 作って楽しもう

★ 11 月25 日（金） 体を動かそう

★ 12 月 9 日（金） クリスマスを楽しもう

★ 12 月16 日（金） お正月飾りを作ろう

※ 12月は第2・第3金曜日に開催します。

※ 内容は都合により変更する場合があります。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。中止の際は、能勢町社協のホーム

ページにて随時お知らせをいたします。最新の情報をご確認ください。

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

町内のひとり暮らしの高齢者の方を対象に

おせち料理の配食サービスをしています。おせ

ち料理で楽しいお正月をお迎えしませんか？

【負 担 金】 1,500 円

【申込期限】 11 月25 日（金）まで

【配送日時】 令和4 年12 月31 日（土）

午前11 時頃～

※ご注文をご希望される方は、

能勢町社協までお電話ください。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

【対象者】就学前の親子          

【会 場】能勢町立ふれあいセンター

【時 間】午前10 時30 分～11 時30 分

【参加料】無料 ※事前申込不要です。

「能勢ふれあいフェスタ」を例年11 月に開催

しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため、昨年度に引き続き、本年度開

催をやむなく中止とさせていただきます。

何卒ご理解をいただきますようお願いいたしま

す。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

令和４年度『能勢ふれあいフェスタ』

開催中止について

地区福祉委員会が開催されている、いきいき

サロン、ふれあい会食、ふれあい茶話会などの

地区福祉委員会活動へ公用車を無料で貸出い

たします。

※詳しくは、能勢町社協までご連絡ください。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０
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令和４年４月から令和４年９月までの事業実績は、契約金額で 15,785 千円（昨年比 1,076

千円の増、率で7％の増）となりました。

令和4 年4 月から令和4 年9 月までの契約金額の推移 （単位：千円）

月別 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 合計

令和3 年度 1,505 2,109 2,696 2,996 2,575 2,828 14,709

令和4 年度 1,468 2,699 2,712 3,216 2,735 2,955 15,785

年度比％ △2 28 1 7 6 4 7

シルバーの

新規就業会員を募集しています！

シルバー人材センターは、概ね60 歳以上の

高齢者が働くことを通じて社会参加し、そこに

健康や働く喜びと生きがいを見出し、地域社会

に貢献していこうとする人を支援する団体で

す。能勢町内在住の方で、働く意欲のある方を

募集しています。

・草刈りや植木剪定、施設管理や施設の清掃作

業が主な仕事です。お気軽にお問合せください。

事業実績（６ヶ月間）について

安全・適正就業（パトロール）

令和４年９月２２日午前に大阪府シ

ルバー人材センター協議会の安全・適

正就業パトロール指導員により、安

全・適正就業について確認されました。

現場での安全パトロールは、雨のため

実施されませんでしたが、植木剪定及

び草刈り作業時にはヘルメット・防護

メガネ等により安全に作業をされてい

るかを口答による確認となりました。

公共交通空白地有償運送（ふれあい号）で、下記の場合は、いきいき商品券が使えます。

❶登録料（初回のみ500 円）

❷利用料（支払額が３00 円以上の場合）
※ 支払額が３00円未満の場合は、おつりのお渡しができない為、使用できません。

※ 運転者等調整が必要であるため、当日のご利用・ご予約への対応はいたしかねます。ご了承ください。

※ いきいき商品券は、綴りごと運転手さんにお渡しして、切離し枚数をお伝え下さい。

※ いきいき商品券の使用は、公共交通空白地有償運送（ふれあい号）における ❶登録料（初回のみ）、

❷利用料（３00円以上の場合）に限ります。その他の社協事業や利用料の支払等では使用できません。

≪お問い合わせ・ご予約≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

＜商品券利用期間＞

令和４年12 月31 日まで

≪お問い合わせ≫ 能勢町シルバー人材センター ☎ ７３４－４６８０
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（129 号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和 4年 11月 1日  ④（1２９号）   の せ 社 協 だ よ り           令和４年１１月 1 日 ④

能能勢勢町町社社会会福福祉祉協協議議会会 常常勤勤嘱嘱託託職職員員 募募集集

１．募集内容 常勤嘱託職員 １名 （地域福祉事業担当）

２．任用予定期間 随時 ～ 令和５年３月３１日まで

  ※契約更新あり（契約更新は一定の条件あり）

３．受験資格

社会福祉の増進に深い熱意と理解を有する人で、次の全ての要件を満たす方

(1) 高校卒業程度の方 (2) 普通自動車運転免許取得者（ＡＴ車限定可）

(3) パソコンの基本操作ができる方 (4) 昭和3７年4 月2 日以降に生まれた方

※ 次に該当する方は受験できませんので、ご了承ください。

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。

・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。

４．選考方法 (1) 書類審査 (2) 個別面接試験

５．試験日 【日時】随 時

【場所】能勢町社会福祉協議会（大阪府豊能郡能勢町宿野114 番地）

  ※ 試験日程等、詳細は応募書類確認後、ご連絡いたします。

６．申込み方法 履歴書（自筆記載・写真貼付）を、下記の「申込み先」まで郵送又は

持参してください。

※提出書類は返却いたしません。 ※土・日・祝日の持参による受付は不可。

７．勤務条件等 (1) 給 与 月額 １６１，６００円 程度

(2) 勤務時間 8：30～17：00（原則、月曜から金曜日）

(3) その他 通勤手当、休暇、社会保険等（社協就業規則による）

８．申込み先

〒563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野114

能勢町立ふれあいセンター内

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

受付時間 8：30～17：00（土、日、祝日は休み）

（電話）０７２－７３４－０７７０
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