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ふれあい
社会福祉法人

宿毛市社会福祉協議会

職員募集

社会福祉法人 宿毛市社会福祉協議会では、職員採用試験を次のとおり行います。
試験区分
採用予定人数
職務内容

総合職（正規職員）
若干名
社会福祉協議会の業務又は地域包括支援センター相談援助業務・マネジ
メント業務等に従事します。

受験資格

昭和 46 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、下記のいずれかの資格を有す
る方（学歴不問）
① 社会福祉士（来春取得見込を含む）
② 看護師
※①、②いずれも AT 限定を含む普通自動車運転免許必須

受付期間
申込書の配布場所

平成 28 年 9 月 30 日（金）から平成 28 年 10 月 28 日（金）まで
社会福祉法人 宿毛市社会福祉協議会事務局
〒788-0012

宿毛市高砂 4 番 56 号

宿毛市総合社会福祉センター内

申込書の配布は平成 28 年 9 月 1 日から行います。
郵送請求の場合

92 円切手を貼り、宛先を明記した返信用の封筒を同封のうえ、封筒表に
「採用試験申込書請求」と朱書きして上記の宛先へ請求してください。

試験日・場所

平成 28 年 11 月 20 日（日）
宿毛市高砂 4 番 56 号

試験方法

宿毛市総合社会福祉センター

教養試験：高等学校卒業程度の五肢択一式による 30 問題（1 時間 30 分）
職場適応性検査：職務への対応や対人関係に関連する性格傾向をみる検査
120 問題（20 分）
作文試験：職務遂行に必要な判断力、思考力等について（1 時間）
面接試験：人物・人柄等についての個別面接試験

問合せ

社会福祉法人 宿毛市社会福祉協議会
電話：0880-65-7665

担当：中平

佳宏

FAX：0880-65-7663

※合格者は平成 29 年 4 月 1 日付け採用を予定しています。
ただし、資格を取得見込みで受験した方は、資格が取得できなければ採用資格は無効となり
ます。
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幡多家族の会は、認知症の方を介護している家族が集い、日々の介護の戸惑いや悩み、
喜び等、お互いの思いを分かち合い、認め合い、学び合い、皆さんと交流を深めていく
会です。今回は、土佐清水市の社会福祉センターで交流会を行います。どうぞお気軽に
ご参加ください。

【日 時】

平成２８年９月８日（木）
１３：００～１５：００

【場 所】

土佐清水市社会福祉センター ３階会議室
土佐清水市寿町１１－９

【申 込】

世話人代表 小島正子 電話 ６６－０２０８
宿毛市社会福祉協議会

電話 ６５－７６６５

９月 29 日（木）に、四万十市認知症の人と家族の会「たんぽぽ」との交流会を行
います。

9 月 29 日（木）10：30～ 四万十市役所からバス出発
道の駅「よって 西土佐」で昼食
（お弁当の注文ができます。）

13：00～

四万十市社会福祉協議会西土佐支所で交流会
（四万十市西土佐用井 1110-31）

【対 象】

認知症の方を介護している家族や関係者

【申込先】

幡多家族の会・代表：小島 正子（66-0208）
宿毛市社会福祉協議会（65-7665）

【締切り】

9 月２３日（金）までにご連絡ください。
（★申込みの際に、お弁当とバスを利用される方はお伝えください。）

※この集いは宿毛認知症の人と家族の会「はまゆう」の役員の方々の協力により行います。
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あったかふれあいセンター「すくも」は、地域でのイベントを土曜日に開催してい
ます。地域で多くの方々のふれあいの場をつくることにより、地域住民の絆を深める
ことを目的にしています。
港南台地区、押ノ川地区で新聞紙を使ったものづくりイベントを行いました。

第１回 港南台地区 5 月 21 日（土）

第２回 押ノ川地区 ７月１６日（土）

高齢者８名が参加され、みなさん真剣
高齢者のみなさん８名が参加され、真
に取り組まれました。時間があっという
剣に取り組まれました。時間があっとい

子どもたちの参加があり、和やかな雰
囲気で笑いが飛び交うなか、14 名でス

間に過ぎました。
う間に過ぎました。

ムーズにものづくりができました。

★イベントを希望される地区がございましたら、あったかふれあいセンターすくも
（電話 65-7665）までご連絡ください。

サックス演奏会のお知らせ
秋の虫の声が心地よく感じられる季節になりました。
有志２名によるサックス演奏会を行います。
予約不要ですので、お気軽にお越し下さい。
日時：平成２８年９月２９日（木）

午後２時より約一時間の予定

場所：宿毛市総合社会福祉センター２階

小会議室

オレンジカフェ「はまゆう」 ９月のご案内
【日

時】9 月 20 日（火）

14：00～16：00

（この時間帯の中でお好きな時間にお越し下さい。）
【場

所】宿毛市総合社会福祉センター

２階 視聴覚室

日々の介護や認知症等
についての相談にも応じ
ます。お気軽にお越し下
さい。

【参加費】100 円（コーヒー、お菓子付）
【問合せ】あったかふれあいセンター「すくも」電話：65-7665
オレンジカフェは、宿毛認知症の人と家族の会「はまゆう」代表：小島正子（66-0208）
の方々や、ボランティアの協力により開催しています。
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平成２８年度

宿毛市

認知症高齢者等介護者の集い
介護をしていて困っていることはありませんか？
日々続く介護生活の中で、多くの不安をそのまま抱えてはいませんか？
介護というものは、介護する側の「心や身体」に大きな影響を与えます。
自由に話し合い、情報交換しながら介護生活を乗り切る力をつけていきましょう。

日

時

平成２８年

９月

２９日

（木）

午後１時３０分～３時
場

所

宿毛市総合社会福祉センター

対

象

現在、認知症高齢者等の介護をされているご家族

内

容

・毎日の介護、こんなことに困っています
・ミニ講話

２階視聴覚室

「認知症の治療について」

※ 高齢者の一時預かりや送迎希望がありましたら、９月２３日（金）までに
ご相談ください。
※平成28年4月より地域包括支援センターに認知症地域支援推進員が配置
されました。この集いにも参加しながら、認知症に限らず、高齢者に関する
さまざまなお困りごとの相談に対応していきたいと思います。

――――――――

お問い合わせ先

宿毛市地域包括支援センター

――――――――

0880-65-7665

（担当：認知症地域支援推進員・保健師 田中明子）
―――――――――――――――――――――――――

社会保険労務士・弁護士合同相談会
【日

時】

平成２８年９月１６日（金）

【場

所】

宿毛市高砂４番５６号

【ご予約・お問合せ】宿毛市社会福祉協議会
法律相談
相談員
相談内容

事前予約

青山

午後１時～３時

宿毛市総合社会福祉センター
電話：６５－７６６５
労働相談

高一 弁護士

高知県社会保険労務士会

（青山法律事務所）

所属の社会保険労務士

法律に関する相談全般

年金、不当解雇、賃金不払い、
労災等の総合労働相談

要予約（１人２０分）

予約不要

事前にお申込みください。

当日直接お越しください。
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