
2021.10
No.143

利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●利府町身体障がい者福祉協会
●利府町手をつなぐ親の会
●利府町あけぼの会
●赤い羽根共同募金運動　歳末たすけあい募金運動
●居宅介護支援事業所

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●訪問介護事業所
●利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
●利府町社会福祉協議会職員募集
●生活相談所開設のお知らせ
●あたたかい善意ありがとうございます

街頭やイベントで“声を出しての募金運動”が展開できない状況の中
利府町の公式キャラクターに任命されたリーフちゃんが応援してくれることになりました。

●小山　進 様 （大町）
●匿名 様 （町内）
●匿名 様 （町内）

………… 10,000円
………………… 5,000円
……………… 15,000円

社会福祉のため

●小山　進 様 （大町）
●長井　憲次 様 （浜田）
●水野　佳子 様 （神谷沢）
●匿名 様 （青山）

……… 介護用品多数
…… 介護用品多数
… タオル他多数

… 大人用・子ども用マスク多数

物 品 寄 付

あたたかい善意
ありがとうございます
あたたかい善意

ありがとうございます

●伊藤　三男 様
●折笠　浩幸 様
●㈱サイコー　代表取締役 齋藤孝志 様
●ボン・リー宮城㈱　代表取締役 中村信一郎 様
●欅産業㈱　代表取締役社長 大原良光 様
●住友生命保険相互会社利府支部　相澤和江 様

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談

●日程…11月24日（水）・12月22日（水）
　　　　令和４年１月26日（水）

●時間…午前10時～午後３時まで

●場所…利府町社会福祉協議会事務所

　　　　（TEL：022‒356‒9060）

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、
心配ごとについて専門の相談員を配置し、
解決へのお手伝いをいたします。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願い
します。
・予約優先で実施します。

生活相談所開設の
お知らせ

ほんの小さなやさしさで
広がる大きな支援の輪

特別会員ご紹介

皆さまの
温かい善意に支えられ「赤い羽根募金運動」、皆さまの
温かい善意に支えられ「赤い羽根募金運動」、

「歳末
たすけあ

い運動」は、全国一斉にスタートしています。「歳末
たすけあ

い運動」は、全国一斉にスタートしています。

今年は地元『十符の里の妖精

リーフちゃん』が

初登場です

ホームページURL：https://rifu-shakyo.com/

利府町社会福祉協議会　職員募集 !!
♬  職員体制の強化を図るため、職員を大募集します。♬

利府町社会福祉協議会 〒981-0104　利府町中央２丁目11－１　　担当：千葉

A　居宅介護支援事業所 B　訪問介護事業所

職 　 種 ケアマネジャー（１名） ホームヘルパー（１名～２名）

勤 務 時 間 9：00～ 16：00（５日）月～金 シフトにより 
週10時間～ 20時間

処 　 遇 月額　162,000円 時給　1,000円～ 1,130円 
　　　（月４万円～８万円）

手当、福利厚生 通勤手当、社会保険、雇用保険 処遇改善手当、移動手当、雇用保険

応 募 資 格
ケアマネジャー資格（実務経験不問） 介護職員初任者研修以上

※A・B普通自動車免許必須

休 日 土・日・祝、12月29日～１月３日（※ B　訪問介護事業所は、勤務シフトにより、週休２日以上）

雇 用 期 間 採用された日から令和４年３月31日（雇用継続更新、正職員登用あり）

採 用 方 法 書類審査及び面接試験

【応募方法】履歴書（顔写真付）と資格証（写し）を添えて、郵送又は持参願います。

第 143 号 社　協　だ　よ　り 令和３年10月29日 ６



私たちの団体は、昭和55年に発足し
た福祉団体です。
主に町内の知的に障がいを抱える方々

の親が集まり、和気あいあいと活動して
います。
一緒に参加していただける方は、是非ご連絡ください。

●活動は、研修会の開催や会員相互の親睦を深めるイベントなど
●利府社協の公式ホームページから「親の会だより」を閲覧でき
ます。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
利府町高齢者いきいき活動ポイント事業とは、高齢者の地域貢献、社会参加活動を通
した介護予防の推進及び生きがいづくりを目的としています。
町内の福祉施設でボランティア活動を行うと、活動時間に応じてポイントがもらえ、
ポイント数に応じて、年間最大5,000円の交付金を受け取ることが出来る事業です。

私たちの団体は統合失調症、うつ病、躁うつ病などの精神疾患精神障がい
がある人の家族で組織された会です。
当事者やご家族の苦しみや不安を一人で抱え込まず、同じ悩みを持つ者ど

うしが集まり、同じ悩みを語り合い、互いに支え合う活動をしています。
今年度は新型コロナウイルスの流行により延期や中止となる事業もありま

したが、状況を見ながら勉強会や情報交換、レクリエーションなどを開催し
ております。
会員以外の方でもどなたでもお気軽にお問い合わせください。また、お知

り合いの方で悩んでいる方がいたらご紹介ください。

◆入会の資格
　•身体障害者手帳をお持ちの方
　 （支援協力者を含む  ※手帳保持者のご家族）
◆メ リ ッ ト
　•関係する幅広い情報を得ることができます
　•交流を通した仲間づくり
◆事業の紹介
　•会員同士の交流のための季節ごとの行事
　•福祉制度やパソコン技術向上など部会活動
　　の勉強会
◆会　　　費　年会費　1,000円
◆会　員　数　55名（令和３年度）

訪問介護事業所は、町民皆さまのご理解・ご協力のもと、平成12年に
介護保険制度がスタートした時から現在に至るまで、ニーズにあわせた
サービスの提供に取り組んでいます。
いつまでも住み慣れた自宅で生活をしていきたいというご本人・ご家族
のご希望に沿えるよう15名のスタッフ一同、精神誠意サービスに努めて
います。
利用をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
また、在宅サービスを支える「介護スタッフ」を随時募集しています。
お気軽にお問合せください。

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護保険制度における介護サービス利用の為の必要な手続き・サ
ポートを行います。介護保険制度・ケアプラン作成・福祉用具（介護用品）・介護に適した住まいの在り方
（住宅改修）など、何でもご相談に応じます。お気軽にお電話ください。

＊ご相談内容などご相談者様の秘密は厳守します。

対 象 者　 町内に住所を有する65歳以上の方
活動内容　 施設利用者の話し相手、レクリエーション、車椅子清掃など
活動方法　 健康推進課で登録申請を行い、社会福祉協議会で講習会受講後に活動いただけます。

◆ 問い合わせ先 ◆
利府町社会福祉協議会
訪問介護事業所
TEL022-356-9060

住み慣れた自宅で生活するために
～ケアマネジャー（居宅介護支援）～

①ご相談・お問い合わせ
　まずはお気軽にご相談ください。
②ご訪問
　ご本人・ご家族の状況をケアマネジャーが聞き取りし、適切なプランを考案します。
③ケアプランの作成
　ご本人に合ったケアプランを作成いたします。※利用者様の費用負担はございません。
④介護保険サービスのご利用
　作成したプランをもとに、介護保険サービスをご利用いただきます。
⑤継続支援
　サービスがスタートした後も、引き続き介護サービスがより良く利用できて
　いるか、ご満足いただいているか配慮し、継続的にお手伝いします。

利府町身体障がい者福祉協会

登録申請：利府町健康推進課（保健福祉センター内）長生き支援係（TEL：022-356-1334）
講 習 会：利府町社会福祉協議会（TEL：022-356-9060）

訪問介護事業所

利 府 町 あ け ぼ の 会

《問い合わせ先》　利府町社会福祉協議会（事務局）　TEL 022-356-9060

問い合わせ先
事務局：利府町社会福祉協議会
利府町障害者地域活動支援センター内
☎022－354－1556

問い合わせ先：利府町障害者地域活動支援センター ☎022－354－1556

私たちの団体は、会員同士の交流を通じて、地域
で自立した生活を営むことができるよう相互に支援
しあい、社会参加と福祉サービスの質の向上を目指
して活動しています。
現在は、新型コロナウイルスの影響で、事業を自

粛していますが、
仲間づくりは継続
して行っていま
す。
随時会員を募集

していますので、
お気軽にお問合せ
ください。仙台地方連絡協議会体育大会優勝（令和元年）

意見交換会

施設見学

クリスマス会

利府町手をつなぐ親の会皆さま、私たちの会を

ご存じですか？

会員を募集しています。

※現在、介護支援専門員（ケアマネージャー）を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

《問い合わせ先》
利府町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所
TEL：022-356-9060
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高齢者福祉活動

福祉教育推進活動

広報啓発活動

地域福祉活動

各町内会で行っている防災訓練や、
様々な町内会事業を実施する際に活用す
るテントには、共同募金のマークが掲載
されております。

赤い羽根共同募金はこのように
活用されます。

赤い羽根共同募金はこのように
活用されます。

利府町共同募金委員会からのお願い利府町共同募金委員会からのお願いほ
ぼ
実
物
大
で
す

赤い羽根を持った
かわいらしいリーフちゃんピンバッチ!!
募金のご協力をお願いします。

500円以上の募金をされた方に配布しています　＊ご賛同いただける方は下記へご連絡ください

事務局：利府町社会福祉協議会 電話：022-356-9060

町内に住む75歳
以上のひとり暮ら
し高齢者の方を対
象とした、安否確
認事業(乳酸菌飲料
配布事業）を実施
しております。

町内の小中学校から要請を受
け、キャップハンディ体験学習を
実施しています。
車椅子の備品購入費として一部
活用しております。

当会が年４回発行している「社協だより」
の発行費用の一部に活用させていただいてお
ります。

12月１日から全国一斉に「歳末たすけあい運動」がスタートします。町民の皆さまから寄せら
れます“あたたかい善意（募金）”を令和３年10月１日現在、利府町内に住所がある「下記該当世
帯」に配分します。
なお、申請方式による配分となりますので、下記の記載事項を確認いただき、対象となる世帯は

申請願います。

１．対象者
　次の【項目１】すべてに該当し、かつ【項目２】いずれかに該当する世帯が申請対象となります。

【項目１】※すべてに該当
⑴世帯全員の町民税・県民税が非課税である世帯
⑵生活保護費を受給していない世帯
⑶利府町社会福祉協議会から担当地域の民生委員児童委員への情報提供に同意いただける世帯
⑷利府町役場から世帯の税情報の提供を受けることに同意いただける世帯（非課税の状況を確認
します。）
（※注意：令和３年１月１日現在、利府町に住所地がない方は、従前住所地市町村からの世帯
全員分の「非課税証明書」を添付してください。）

　※⑴～⑷のすべてに該当する場合は、【項目２】へお進みください

【項目２】※いずれかに該当
Ａ　75歳以上の一人暮らし高齢者世帯
Ｂ　寝たきり高齢者及び認知症高齢者介護世帯
Ｃ　就学援助世帯（準要保護世帯）
Ｄ　０歳～18歳の児童・生徒のいる母子・父子世帯

※２つ以上の該当がある場合でも申請はいずれか１つとなります。

２．申請方法
申請用紙に必要事項を記入し、「郵送」または「利府町社会福祉協議会窓口」まで持参願います。
申請用紙は「利府町役場」「利府町保健福祉センター」「利府町社会福祉協議会」の窓口にご
ざいます。
また、利府町社会福祉協議会公式ホームページから用紙をダウンロード（PDF）できます。

３．決定方法（配分金額）
対象世帯および配分金額は、歳末たすけあい募金の実績に基づき、利府町共同募金配分調査委
員会において審査し決定いたします。なお、善意の募金を基にした配分のため募金額、申請数
によっては、配分対象にならない場合がありますのであらかじめご了承願います。

４．配分方法
　年末をめどに担当地域の民生委員児童委員が、各世帯にお届けします。

５．申請期間
　令和３年11月１日（月）～11月24日（水）※消印有効

６．問い合わせ先・申込先
　社会福祉法人利府町社会福祉協議会（利府町共同募金委員会事務局）
　〒981-0104　利府町中央2丁目11-1　TEL　022-356-9060

歳末たすけあい募金運動

「利府町歳末たすけあい要支援世帯配分事業」のお知らせ
令 和 ３ 年 度

今年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されます。
赤い羽根募金は、地域の福祉活動や、福祉施設、福祉団体、ボランティア活動充実のための支援や、大規模

災害時の活動支援などに配分され大切に使われております。今年も皆さんの温かいご協力をお願いいたします。

４３ 第 143 号 社　協　だ　よ　り 令和３年10月29日第 143 号社　協　だ　よ　り令和３年10月29日



高齢者福祉活動

福祉教育推進活動

広報啓発活動

地域福祉活動

各町内会で行っている防災訓練や、
様々な町内会事業を実施する際に活用す
るテントには、共同募金のマークが掲載
されております。

赤い羽根共同募金はこのように
活用されます。

赤い羽根共同募金はこのように
活用されます。

利府町共同募金委員会からのお願い利府町共同募金委員会からのお願いほ
ぼ
実
物
大
で
す

赤い羽根を持った
かわいらしいリーフちゃんピンバッチ!!
募金のご協力をお願いします。

500円以上の募金をされた方に配布しています　＊ご賛同いただける方は下記へご連絡ください

事務局：利府町社会福祉協議会 電話：022-356-9060

町内に住む75歳
以上のひとり暮ら
し高齢者の方を対
象とした、安否確
認事業(乳酸菌飲料
配布事業）を実施
しております。

町内の小中学校から要請を受
け、キャップハンディ体験学習を
実施しています。
車椅子の備品購入費として一部
活用しております。

当会が年４回発行している「社協だより」
の発行費用の一部に活用させていただいてお
ります。

12月１日から全国一斉に「歳末たすけあい運動」がスタートします。町民の皆さまから寄せら
れます“あたたかい善意（募金）”を令和３年10月１日現在、利府町内に住所がある「下記該当世
帯」に配分します。
なお、申請方式による配分となりますので、下記の記載事項を確認いただき、対象となる世帯は

申請願います。

１．対象者
　次の【項目１】すべてに該当し、かつ【項目２】いずれかに該当する世帯が申請対象となります。

【項目１】※すべてに該当
⑴世帯全員の町民税・県民税が非課税である世帯
⑵生活保護費を受給していない世帯
⑶利府町社会福祉協議会から担当地域の民生委員児童委員への情報提供に同意いただける世帯
⑷利府町役場から世帯の税情報の提供を受けることに同意いただける世帯（非課税の状況を確認
します。）
（※注意：令和３年１月１日現在、利府町に住所地がない方は、従前住所地市町村からの世帯
全員分の「非課税証明書」を添付してください。）

　※⑴～⑷のすべてに該当する場合は、【項目２】へお進みください

【項目２】※いずれかに該当
Ａ　75歳以上の一人暮らし高齢者世帯
Ｂ　寝たきり高齢者及び認知症高齢者介護世帯
Ｃ　就学援助世帯（準要保護世帯）
Ｄ　０歳～18歳の児童・生徒のいる母子・父子世帯

※２つ以上の該当がある場合でも申請はいずれか１つとなります。

２．申請方法
申請用紙に必要事項を記入し、「郵送」または「利府町社会福祉協議会窓口」まで持参願います。
申請用紙は「利府町役場」「利府町保健福祉センター」「利府町社会福祉協議会」の窓口にご
ざいます。
また、利府町社会福祉協議会公式ホームページから用紙をダウンロード（PDF）できます。

３．決定方法（配分金額）
対象世帯および配分金額は、歳末たすけあい募金の実績に基づき、利府町共同募金配分調査委
員会において審査し決定いたします。なお、善意の募金を基にした配分のため募金額、申請数
によっては、配分対象にならない場合がありますのであらかじめご了承願います。

４．配分方法
　年末をめどに担当地域の民生委員児童委員が、各世帯にお届けします。

５．申請期間
　令和３年11月１日（月）～11月24日（水）※消印有効

６．問い合わせ先・申込先
　社会福祉法人利府町社会福祉協議会（利府町共同募金委員会事務局）
　〒981-0104　利府町中央2丁目11-1　TEL　022-356-9060

歳末たすけあい募金運動

「利府町歳末たすけあい要支援世帯配分事業」のお知らせ
令 和 ３ 年 度

今年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されます。
赤い羽根募金は、地域の福祉活動や、福祉施設、福祉団体、ボランティア活動充実のための支援や、大規模

災害時の活動支援などに配分され大切に使われております。今年も皆さんの温かいご協力をお願いいたします。

４３ 第 143 号 社　協　だ　よ　り 令和３年10月29日第 143 号社　協　だ　よ　り令和３年10月29日



私たちの団体は、昭和55年に発足し
た福祉団体です。
主に町内の知的に障がいを抱える方々

の親が集まり、和気あいあいと活動して
います。
一緒に参加していただける方は、是非ご連絡ください。

●活動は、研修会の開催や会員相互の親睦を深めるイベントなど
●利府社協の公式ホームページから「親の会だより」を閲覧でき
ます。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
利府町高齢者いきいき活動ポイント事業とは、高齢者の地域貢献、社会参加活動を通
した介護予防の推進及び生きがいづくりを目的としています。
町内の福祉施設でボランティア活動を行うと、活動時間に応じてポイントがもらえ、
ポイント数に応じて、年間最大5,000円の交付金を受け取ることが出来る事業です。

私たちの団体は統合失調症、うつ病、躁うつ病などの精神疾患精神障がい
がある人の家族で組織された会です。
当事者やご家族の苦しみや不安を一人で抱え込まず、同じ悩みを持つ者ど

うしが集まり、同じ悩みを語り合い、互いに支え合う活動をしています。
今年度は新型コロナウイルスの流行により延期や中止となる事業もありま

したが、状況を見ながら勉強会や情報交換、レクリエーションなどを開催し
ております。
会員以外の方でもどなたでもお気軽にお問い合わせください。また、お知

り合いの方で悩んでいる方がいたらご紹介ください。

◆入会の資格
　•身体障害者手帳をお持ちの方
　 （支援協力者を含む  ※手帳保持者のご家族）
◆メ リ ッ ト
　•関係する幅広い情報を得ることができます
　•交流を通した仲間づくり
◆事業の紹介
　•会員同士の交流のための季節ごとの行事
　•福祉制度やパソコン技術向上など部会活動
　　の勉強会
◆会　　　費　年会費　1,000円
◆会　員　数　55名（令和３年度）

訪問介護事業所は、町民皆さまのご理解・ご協力のもと、平成12年に
介護保険制度がスタートした時から現在に至るまで、ニーズにあわせた
サービスの提供に取り組んでいます。
いつまでも住み慣れた自宅で生活をしていきたいというご本人・ご家族
のご希望に沿えるよう15名のスタッフ一同、精神誠意サービスに努めて
います。
利用をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
また、在宅サービスを支える「介護スタッフ」を随時募集しています。
お気軽にお問合せください。

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護保険制度における介護サービス利用の為の必要な手続き・サ
ポートを行います。介護保険制度・ケアプラン作成・福祉用具（介護用品）・介護に適した住まいの在り方
（住宅改修）など、何でもご相談に応じます。お気軽にお電話ください。

＊ご相談内容などご相談者様の秘密は厳守します。

対 象 者　 町内に住所を有する65歳以上の方
活動内容　 施設利用者の話し相手、レクリエーション、車椅子清掃など
活動方法　 健康推進課で登録申請を行い、社会福祉協議会で講習会受講後に活動いただけます。

◆ 問い合わせ先 ◆
利府町社会福祉協議会
訪問介護事業所
TEL022-356-9060

住み慣れた自宅で生活するために
～ケアマネジャー（居宅介護支援）～

①ご相談・お問い合わせ
　まずはお気軽にご相談ください。
②ご訪問
　ご本人・ご家族の状況をケアマネジャーが聞き取りし、適切なプランを考案します。
③ケアプランの作成
　ご本人に合ったケアプランを作成いたします。※利用者様の費用負担はございません。
④介護保険サービスのご利用
　作成したプランをもとに、介護保険サービスをご利用いただきます。
⑤継続支援
　サービスがスタートした後も、引き続き介護サービスがより良く利用できて
　いるか、ご満足いただいているか配慮し、継続的にお手伝いします。

利府町身体障がい者福祉協会

登録申請：利府町健康推進課（保健福祉センター内）長生き支援係（TEL：022-356-1334）
講 習 会：利府町社会福祉協議会（TEL：022-356-9060）

訪問介護事業所

利 府 町 あ け ぼ の 会

《問い合わせ先》　利府町社会福祉協議会（事務局）　TEL 022-356-9060

問い合わせ先
事務局：利府町社会福祉協議会
利府町障害者地域活動支援センター内
☎022－354－1556

問い合わせ先：利府町障害者地域活動支援センター ☎022－354－1556

私たちの団体は、会員同士の交流を通じて、地域
で自立した生活を営むことができるよう相互に支援
しあい、社会参加と福祉サービスの質の向上を目指
して活動しています。
現在は、新型コロナウイルスの影響で、事業を自

粛していますが、
仲間づくりは継続
して行っていま
す。
随時会員を募集

していますので、
お気軽にお問合せ
ください。仙台地方連絡協議会体育大会優勝（令和元年）

意見交換会

施設見学

クリスマス会

利府町手をつなぐ親の会皆さま、私たちの会を

ご存じですか？

会員を募集しています。

※現在、介護支援専門員（ケアマネージャー）を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

《問い合わせ先》
利府町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所
TEL：022-356-9060
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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●利府町身体障がい者福祉協会
●利府町手をつなぐ親の会
●利府町あけぼの会
●赤い羽根共同募金運動　歳末たすけあい募金運動
●居宅介護支援事業所

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●訪問介護事業所
●利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
●利府町社会福祉協議会職員募集
●生活相談所開設のお知らせ
●あたたかい善意ありがとうございます

街頭やイベントで“声を出しての募金運動”が展開できない状況の中
利府町の公式キャラクターに任命されたリーフちゃんが応援してくれることになりました。

●小山　進 様 （大町）
●匿名 様 （町内）
●匿名 様 （町内）

………… 10,000円
………………… 5,000円
……………… 15,000円

社会福祉のため

●小山　進 様 （大町）
●長井　憲次 様 （浜田）
●水野　佳子 様 （神谷沢）
●匿名 様 （青山）

……… 介護用品多数
…… 介護用品多数
… タオル他多数

… 大人用・子ども用マスク多数

物 品 寄 付

あたたかい善意
ありがとうございます
あたたかい善意

ありがとうございます

●伊藤　三男 様
●折笠　浩幸 様
●㈱サイコー　代表取締役 齋藤孝志 様
●ボン・リー宮城㈱　代表取締役 中村信一郎 様
●欅産業㈱　代表取締役社長 大原良光 様
●住友生命保険相互会社利府支部　相澤和江 様

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談

●日程…11月24日（水）・12月22日（水）
　　　　令和４年１月26日（水）

●時間…午前10時～午後３時まで

●場所…利府町社会福祉協議会事務所

　　　　（TEL：022‒356‒9060）

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、
心配ごとについて専門の相談員を配置し、
解決へのお手伝いをいたします。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願い
します。
・予約優先で実施します。

生活相談所開設の
お知らせ

ほんの小さなやさしさで
広がる大きな支援の輪

特別会員ご紹介

皆さまの
温かい善意に支えられ「赤い羽根募金運動」、皆さまの
温かい善意に支えられ「赤い羽根募金運動」、

「歳末
たすけあ

い運動」は、全国一斉にスタートしています。「歳末
たすけあ

い運動」は、全国一斉にスタートしています。

今年は地元『十符の里の妖精

リーフちゃん』が

初登場です

ホームページURL：https://rifu-shakyo.com/

利府町社会福祉協議会　職員募集 !!
♬  職員体制の強化を図るため、職員を大募集します。♬

利府町社会福祉協議会 〒981-0104　利府町中央２丁目11－１　　担当：千葉

A　居宅介護支援事業所 B　訪問介護事業所

職 　 種 ケアマネジャー（１名） ホームヘルパー（１名～２名）

勤 務 時 間 9：00～ 16：00（５日）月～金 シフトにより 
週10時間～ 20時間

処 　 遇 月額　162,000円 時給　1,000円～ 1,130円 
　　　（月４万円～８万円）

手当、福利厚生 通勤手当、社会保険、雇用保険 処遇改善手当、移動手当、雇用保険

応 募 資 格
ケアマネジャー資格（実務経験不問） 介護職員初任者研修以上

※A・B普通自動車免許必須

休 日 土・日・祝、12月29日～１月３日（※ B　訪問介護事業所は、勤務シフトにより、週休２日以上）

雇 用 期 間 採用された日から令和４年３月31日（雇用継続更新、正職員登用あり）

採 用 方 法 書類審査及び面接試験

【応募方法】履歴書（顔写真付）と資格証（写し）を添えて、郵送又は持参願います。

第 143 号 社　協　だ　よ　り 令和３年10月29日 ６
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