
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ６日(金)、１０日(火)、１３日(金)、１７日(火) 

                           ２０日(金)、２４日(火)、２７日(金)、３１日(火) 

            

ご利用には事前のご予約が必要です！ 

翌月末までのご予約が可能です！ 

                           詳細につきましては、裏面をご覧ください。 

みなさまのご利用お待ちしております！ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

開 館 日 ： 下記休館日以外、通常開館 

休 館 日 ： 毎週月曜日、１月１日(日)～４日(木)、３１日(火) 

 

 

開催日時 ： １１日（水）、１２日（木）、１８日（水）、１９日（木）  午前１０時から１１時半（途中出入り自由） 

対   象 ： 朝日町在住の０歳児から就園までの乳幼児とその保護者、祖父母の方も大歓迎、 

遊び場や話し相手、子育てに関する相談等を希望の方はぜひご参加ください 

内   容 ： 水曜日１０時～１１時１５分自由遊び、１１時１５分～簡単なふれあい遊びとお話の予定 

木曜日１０時～１１時半 自由遊び 

 

職務内容 ： 児童館にて来館者の見守りと遊びの指導等をしていただきます。 

採用人数 ： 若干名（随時） 

資格要件 ： 保育士、幼稚園、小・中・高等学校の教諭のいずれかの資格をお持ちの健康でやる気のある６４歳以下の方 

勤 務 日 ： 月２、３日（火曜日～日曜日のうち）  

【勤 務 時 間】 ： 午前８時４５分～午後５時１５分まで 

【お問合せ先】  ： 朝日町社会福祉協議会（担当：矢野） 電話番号 ： ３７７－２９４１ 

 

 

本年もよろしくお願いいたします。 

みなさんがお元気に笑顔で過ごせる１年でありますように・・・ 

●お知らせとお願い 

 ・「新型コロナウイルス」「インフルエンザ」などに対し、引き続き感染防止対策を徹底し、運営をさせていただきます。 

みなさまのご協力をお願い致します。 

 ・“日中一時支援”“あそび場”“ほっとする親の会”へのご利用、ご参加が重なった場合は状況に応じ、人数の制限を 

させていただく時もあります。ご利用希望日やご参加が分かり次第、連絡をお願い致します。 

・日中一時支援をご利用の方は、水分補給、乾燥予防の為、水分をこまめに摂っていきます。多めにご持参ください。 

又、十分な換気をするため、戸の開閉をしています。快適に過ごせる服装でお越しください。 

・電話、メールでの相談は下記の～お問い合わせ先～まで！！来館での相談も、まず、ご予約を！！ 

・今後の状況によって休館にさせていただく場合もあります。ご理解、ご協力をお願い致します。 

～お問い合わせ先～ 

ＴＥＬ ： ０５９－３７７－３５２２   メール ： hottoclub@ccnetmie.ne.jp 

住所 ： 朝日町柿６１８       担 当 ： 大橋 真紀（オオハシ マキ）まで 

月 火 水 木 金 
２ 

休館 

３ 

休館 

４ 

休館 

５    あそび場 

『紙吹雪あそび』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

６     10:00～ 

“ほっとする親の会” 

ｐｍ日中一時支援･相談 

９ 

成人の日 
１０   あそび場 

『新聞紙あそび』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

１１ 

日中一時支援 

相談 

１２ 

日中一時支援 

相談 

１３   あそび場 

『新聞紙あそび』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

１６ 

日中一時支援 

相談 

１７   あそび場 

『小麦粉ねん土』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

１８    10:00～ 

“ほっとする親の会” 

ｐｍ日中一時支援 

１９ 

日中一時支援 

相談 

２０   あそび場 

『小麦粉ねん土』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

２３ 

日中一時支援 

相談 

２４   あそび場 

『体を動かそう』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

２５ 

日中一時支援 

相談 

２６    

日中一時支援 

相談 

２７   あそび場 

『体を動かそう』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

３０ 

日中一時支援 

相談 

３１   あそび場 

『豆あそび』 

ｐｍ日中一時支援･相談 

1/4(水)まで年末年始の休館とさせて頂きます。 

ご協力をお願い致します。ご用の方は下記までご連絡をお願い致します。 

お返事は 5日(木)の朝にさせて頂きます。 

mailto:hottoclub@ccnetmie.ne.jp


 

 

 

 

  【対象となる方】 

  ・福祉・介護の仕事に関心のある方  ・これから福祉の職場への就職を考えている方 

  ・福祉関係の資格を有しながら、福祉・介護の仕事に就いていない方  ・転職をお考えの方  など．．． 

  ※学生さんも OKです。福祉の資格・経験は問いません。 

●職場体験 ～施設を訪問して、実際の仕事を体験～ 

   【体験内容】 利用者との交流、利用者の介護・介助（車いす・食事・入浴など）、作業補助（配膳・清掃など） 

   【体験場所】 三重県内福祉施設・事業所（高齢者・障がい者・児童） 

 

●職場体験動画視聴 ～動画を観て、福祉施設の１日の仕事を疑似体験～ 

   『観て体験！福祉のしごと』 

   【動画再生時間】 １施設あたり約３０分 現在６施設視聴可能 

   【動画内容】 施設紹介、1日の流れ（業務の様子）、職員インタビュー 

※上記詳細は、三重県福祉人材センターホームページにてご確認ください。 

【お問合せ先】 

社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター 職場体験担当 

〒５１４－８５５２ 津市桜橋２丁目１３１ 三重県社会福祉会館２階 TEL ０５９－２２７－５１６０ （平日９：００～１７：００） 

 

 

 

 

令和４年度「年末さわやかフェスティバル」は新型コロナウイルス感染拡大 

防止の為、中止とさせて頂きましたが、７５歳以上のお一人暮らしの方を対 

象とした特別企画【お正月の寄せ植えを作ろう！】を開催しました。 

皆さん思い思いに鉢へ、季節のお花を植えたり、飾りをつけたりされ、豪華 

な作品が完成していました。福引き抽選会も開催され、大いに盛り上がりま 

した。 

 「年末さわやかフェスティバル」は赤い羽根共同募金の配分を受け 

開催されております。 

  

●デイサービスセンター 

・看護職員さん募集！（非常勤嘱託職員） 

職務内容 ： デイサービス利用者の健康チェック・利用者の健康観察及び入浴・レクリエーション支援など 

勤務時間 ： 土曜日勤務が可能な方で、月～土の間で週 1～2回（月 3～5回）程度勤務可能な方。 

            午前８時３０分～午後５時１５分 

●ホームヘルパー 

・フルタイム 

勤務時間 ： 月曜日から～金曜日（午前８時３０分～午後５時１５分） 

            祝祭日・年末年始（12/29～1/3）休み ※月１回程度の土曜日出勤の場合あり。 

職務内容 ： 三重郡朝日町をエリアとしたホームヘルプサービス。 

           身体介護や生活支援の介護保険サービスの提供と事業に係る庶務等。 

・非常勤、登録ヘルパー 

勤務時間 ： 朝日町内の活動で隙間時間に働くことが出来ます。 

職務内容 ： 三重郡朝日町をエリアとしたホームヘルプサービス。 

          身体介護や在宅支援の介護保険サービスの提供。 

 



  
   

 

「運転免許を返納し買い物や病院に自由にいけない・・・。」 

「ちょっと出かけたいのだけれど、タクシーを使うほどでも・・・。」  

といった高齢者の方の“お出かけ”を『さわやかバス』でお手伝いします！ 

【対 象】 

・朝日町内に居住し、ご自分で身の回りの事や車両への乗り降りができる７０歳以上の方 

【停 留 所】 

「近鉄伊勢朝日駅」   「トライアル（ケーズデンキ）」   「オークワ」   「保健福祉センター」 

【運行日・時間】 

・毎週火・金曜日 ／ 午前１０：３０～午後１２：４５ 

「行き便」 センター出発（１０：３０） ～ 利用者宅 ～希望の停留所 

「帰り便」  センター出発（１２：００） ～ 各停留所 ～ 利用者宅 

   ※帰り便に間に合わない場合は、事前に連絡をいただければ１５時まで対応致します。 

  ★令和５年２月の運行日 

   ３日（金）、７日（火）、１０日（金）、１４日（火）、１７日（金）２１日（火）、２４日（金）、２８日（火） 

【定 員・費用】 

・１日６名（予約制）  ・無料でご利用いただけます。 

【申込み】 

・ご利用希望日の“２日前まで（日曜、祝日は除く）”にお申込み下さい。 

お申込み／問い合わせは朝日町社会福祉協議会まで 

 

 

 

福祉人材センターでは、健康で働く意欲があり、自分で出来る仕事を自主的に行い、福祉的活動と併せて 

社会参加を志向させることを目的に登録を行い、臨時的な仕事を行います！ 

現在、朝日町福祉人材センターでは庭や空き地等の除草作業、庭木の剪定作業等を行っています。 

朝日町“ちょっと助け隊”の登録・活動も行います。いろんな資格を持った方々の登録をお待ちしております。 

お問い合わせは、朝日町社会福祉協議会（矢野）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 朝日町保健福祉センター「さわやか村」 

 〒５１０－８１０２ 三重県朝日町小向８９１－５ 

 ＴＥＬ：０５９－３７７－２９４１  ＦＡＸ：０５９－３７７－２９４４ 

 ｅ－ｍａｉｌ：ａｓａｈｉｓｈａｋｙｏ＠ｃｃｎｅｔｍｉｅ．ｎｅ．ｊｐ 

 ホームページ(https//asahi-syakyo.com)、Ｆａｃｅｂｏｏｋも随時更新しております！ぜひご覧ください！ 

やりがい！いきがい！仲間作り・・・人材センターの作業を通じて見つけてみませんか！ 

 

①ｱﾙﾐ缶･･約 50個②ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ･･約 10kg以上 

③新聞紙･･約 1 ヵ月分 

上記の数量で抽選券を１枚お渡しします。 

(毎年 3月の福祉感謝祭にて抽選会を行います) 

日 時：令和５年１月１８日（水） ９：００～１３：００ 

場 所：朝日町保健福祉センター駐車場、及び各出張所 

今月の出張リサイクル運動：「縄生防災倉庫広場」 

１０：００～１０：３０ ご協力お願い致します。 

皆様の心配ごとや困り事について無料で相談に応じています。秘密厳守ですので、遠慮なくご利用ください。 

日 時：令和５年１月２０日（金）弁護士相談（要予約）   令和５年 ２月２０日（月）弁護士相談（要予約） 

場 所：朝日町保健福祉センター「さわやか村」２階 研修室 

時 間：１３：３０～１５：３０ 

弁護士相談は要予約となっております。（時間に限りがございます。相談内容はまとめておいて下さい。） 


