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ご存知ですか、
　　「介護職員初任者研修」特集

「介護職員初任者研修課程」とは
　  「ホームヘルパー２級」に代わる新しい資格です。
　平成25年4月から従来の「ホームヘルパー２級」が「介護職員初任者研修課程」
に変更されました。今回、ホームヘルパー 2級から介護職員初任者研修課程へ変わ
ったことによって、今お持ちの資格への影響など、皆さんが抱える疑問にお答えし
ます。

　介護職員初任者研修は取得することで役に立つことが多く、 資格取得を検討
されている方にはぜひ目指していただきたいと思います。

今持っているホームヘルパー２級の資格はどうなってしまうの？

　ホームヘルパー 2級の資格制度は平成25年3月で廃止となりましたが、平成25年
4月までに取得している方は、「介護職員初任者研修修了者」として従来どおり介護の
仕事に就くことができます。

介護職員初任者研修課程になって何が変わったのか？

　「介護職員初任者研修課程」の研修時間は、以前の「ホームヘルパー 2級」と同じ
130時間ですが、30時間あった「施設実習」が廃止され、その分実技演習の時間が増
えました。
　また、「ホームヘルパー 2級」では既定の研修を終了すればホームヘルパー 2級の資
格を取得できましたが、「介護職員初任者研修課程」では修了試験が必須となり、全課
程修了後に筆記試験が行われます。

介護職員初任者研修の資格と取得することで得られるメリットは？

　介護職員初任者研修を修了したということは、「介護をするために必要である基本的
な知識や技能が身についている」と証明することができます。 資格を有しているという
ことで、身体介護を必要とするサービスなどを行っている事業所等で就業することが
できます。介護職員初任者研修を修了した後に事業所等で勤務し、就業している期間
が長くなっていけば、 介護福祉士や認定介護福祉士といった上位資格を目指すことも可能です。また、
転職や就職だけではなく自宅でご家族を介護することになった方や、これから介護をすることになるか
もしれないという方にとっても介護職員初任者研修は非常に役立つものです。
　急な病気やケガなどで介護が必要になったとき、やはり病院や施設ではなく“住み慣れた自宅で家族
の支援を受けて生活していきたい”という人が多いです。そうなった時に介護の正しい知識と技能を持
っている事が大いに役に立ちます。
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　日差しが柔らかく、さわやかな風も吹くな
か、平成23年にリフォームしてきれいにな
った石川公民館に地域の22名の方が集まっ
て来ました。自治会長、民生委員が中心とな
って、『ふれあい 石川』は平成23年から開
始されました。当初は15名ほどで始まった
サロンですが、徐々に参加者も増え、現在は
20名を超えたそうです。サロンは毎月1回実施されていますが、開催日は参加者の予定
を確認しながら、みんなが集まれる日を決めているとのこと。年に数回は地区の子どもた
ちとその保護者も参加する「世代間交流」もあり、幅広い年代が参加する地域全体での行

事になっています。
　この日は、生活安全協会の山本秀生さんが講師
として招かれて、振り込めサギや霊感商法、催眠
商法等の高齢者を狙った悪徳商法の話や車上狙い、
交通事故など身近な危険についての話などをして
いただきました。皆さん、自分の安全は自分で守
らないといけないとの思いを持って、真剣に話を
聞いていました。「振り込めサギなどでは、慌て

ずにまずは身近な人に相談する。確認をする。」との話にうなづいたり、隣の人に「（そん
な時は）頼むわね」と声をかけたりと地域のつながりが強いことを感じました。
　取材に伺った日のサロンは、年度始めということもあり、自治会長さんを中心に、サロ
ンでどんなことを行うのかを参加者全員で話し合いました。子どもたちとのレクリエーシ
ョン大会や、秋祭りなどを地域のみんなで盛り上げて
いこうと様々な意見が飛び交っていました。地域の子
どもたちと一緒になって、サロンが行われることで、
顔の見えるご近所づきあいが続いており、とてもよい
事だと思いました。
　これからも、地域のつながりを大事にしながら、こ
の活動を続けていってもらえたらと思います。

ふれあい 石川ふれあい 石川

こころ 信とこここここここ ろろろろろろこころ 信信通信

▶高齢者の福祉・介護・健康についての困りごとは地域包括支援センターまで
　いなべ市地域包括支援センター  電話82-1616

ホ とととととッッ

「こころホッと通信」への掲載希望の方は、いなべ市地域包括支援センターまでご連絡ください。

石川地区サロンの参加者の皆さん

悪徳商法撲滅には、地域のつながりが必要です

いなべ市内には、地域の皆さんが主役になって、手作りで温かい支えあいが広まっています。
その中から今回は、藤原町の「ふれあい 石川」を紹介します。

たくさんの意見が飛び交います
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　壊れたおもちゃを修理しています。子どもさんが大きくなって使わな
くなったおもちゃをたくさんの方々に使っていただくため、引取りもし
ています。体験ではおもちゃ診療のお手伝いをしていただきます。
★日時　8月16日（土）9：00～12：00
★場所　ボランティア会館（旧コスモス作業所）
★定員　3名程度
★申込期日　8月8日（金）

いなべおもちゃ病院 子どもの健全育成

※参加費は無料です。
※活動内容によっては昼食代等が必要な場合があります。
※参加ご希望の方は、電話・FAX・メールにて次の①～④の内容をお知らせください。
　①氏名　②住所　③連絡先　④希望体験団体名
※各体験に必要な準備物、注意事項などはお申し込み後にご案内します。
※団体によって申込期日が異なりますのでご注意ください。

　市内の里山を整備し、人と自然の調和のとれた環境づくりを目指し、
「きれいな里山」を次世代に残す活動をしています。体験では里山整備
活動のお手伝いをしていただきます。（草刈りなど）
★日時　8月24日（日）8：00～11：00
★場所　員弁町市之原地域（お申し込み後に詳細をお知らせします）
★定員　10名程度
★申込期日　8月15日（金）

いなべの里山を守る会 環境保全

　子どもたちがおもちゃで遊ぶ姿を見守りながら、親同士も会話やお茶
を楽しめる場所であり、子ども同士、親同士の仲間づくりの橋渡しをし
ています。サロンスタッフとして活動のお手伝い（開場準備や子どもの
遊び相手など）をしていただきます。
★日時　7月25日（金）10：00～12：00
★場所　北勢市民会館 2階 和室
★定員　2名程度　　★申込期日　7月22日（火）

子育てサロンさくらんぼ 子育て支援

はじめてのボランティア

ボランティア体験協力団体

興味はあるけれど始めるきっかけがない… 普段は学校や仕事で時間が取れない…
そんな皆さんのお悩みを「はじめてのボランティア体験」で解決してみませんか？
さまざまなプログラムの中から関心のある活動を選んで参加していただくことができます。
ボランティア活動を始めるための“ヒント”や“自分にできること”を一緒に見つけましょう！
昨年度協力いただいた団体に加え、「地域交流」を活動分野とした団体が参加してくれました。

い…

体
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　市内在住の外国人の方たちと楽しく「日本語」を勉強しているボラン
ティアグループです。外国人の方が日本語を学ぶためのお手伝いをして
いただきます。
★日時　8月23日（土）19：30～21：00
★場所　北勢福祉センター 2階
★定員　数十名程度
★申込期日　8月15日（金）

いなべ・にほんご広場 教　育

　音楽の生伴奏に合わせて懐かしい歌を歌ったり、お茶を飲んだりしな
がら参加者同士が交流できる「歌って集える場所づくり」を行っていま
す。スタッフとして活動のお手伝いをしていただきます。
★日時　8月9日（土）10：00～12：00
★場所　ふじわら高齢者生活支援センター いこい
★定員　5名程度
★申込期日　8月1日（金）

ほんわかと 地域交流

　健康チェックや入浴、食事、レクリエーションなど、ご利用されてい
る方の状態に応じた機能の維持向上を支援しています。体験ではデイサ
ービスセンターをご利用されている方の話し相手、センターで行うプロ
グラムのお手伝いをしていただきます。
★日時　8月25日（月）・26日（火）・29日（金）の中から1日選択　9：30～15：30
★場所　いなべ市大安デイサービスセンター
★定員　2名程度（1日あたり）　　★申込期日　8月15日（金）

大安デイサービスセンター 高齢者支援

　障がいのある方に就労の機会を提供し、自主製品の生産活動などを通
して知識と能力の向上に必要な訓練などを行っています。通所されてい
る方の話し相手、作業所で行う訓練などのお手伝いを体験していただき
ます。
★日時　8月18日（月）～29日（金）の中から1日選択（土日を除く）8：30～15：40
★場所　たんぽぽ作業所
★定員　2名程度（1日あたり）　　★申込期日　8月8日（金）

たんぽぽ作業所 障がい者支援

新しいともだちと出
会える！ちと出会えると出会えるちと出会えるちと出会えるちと出 ！！！

新しいじぶんに出会
える！

★お申し込み・お問い合わせ先
　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　☎72-7788 ／ FAX72-3147
　E-mail：hokusei@inabewel.or.jp
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インフォメーション

障がい者日常生活訓練事業（LUTE事業）後期利用者募集
　中度・軽度の知的障がいのある方を対象に、自立し
た生活ができることを目的とした、「日常生活訓練」
を市内施設で実施しています。
　10月からの後期利用者を募集しています。
◆募集人数　4名
◆応募資格　市内在住で療育手帳Ｂ（中・軽度）の知的

障がいがあり、訓練を希望されている方。
◆選考方法　面接
◆訓練期間　10月から平成27年3月までの毎週水 ・
　　　　　　金曜日（1日約2時間ほど）
◆訓練内容　洗濯機、掃除機の使い方、調理方法、
　　　　　　公共交通機関の利用方法など。
◆訓練場所　ボランティア会館（員弁町）
　　　　　　ナナイロハウス（北勢町）など
◆締切日　8月15日（金）
◆その他　申込に必要な申請書は北勢支所にあります。

いなべ市社協ホームページからダウンロー
ドできます。

Information

いなべ市社協 検索

いなべ市社協 検索

申し込み・お問い合わせ　
北勢支所 地域福祉課（担当／上野・和田） ☎72-7788

障がい児・者生活交流会参加者募集
　市内在住の療育手帳をお持ちの方と付添い
の方、発達障がいと診断された方と付添いの
方を対象に、生活交流会を開催します。
◆日　時　9月13日（土）10：00～14：00
◆場　所　青川峡キャンピングパーク
◆定　員　40名（20組：先着順）
◆内　容　バーベキュー、レクリエーション

など
◆参加費　お一人1,000円
　　　　　（当日いただきます）
◆締切日　8月8日（金）
◆申し込み　下記まで電話でお申し込みください。
◆その他　集合時間や持ち物などは申し込み

後にお知らせします。
　　　　　当日は、障がい児者サポーターの

方々もボランティアとして参加し
ます。

申し込み・お問い合わせ　
北勢支所 地域福祉課 （担当／服部・小川智）
☎72-7788

精神障がい者生活交流会参加者募集
　市内在住の精神保健福祉手帳をお持ちの方
と付添いの方を対象に、生活交流会を開催し
ます。
◆日　時　9月21日（日）10：00～14：00
◆場　所　青川峡キャンピングパーク
◆定　員　20名（先着順）
◆内　容　バーベキュー、レクリエーション

など
◆参加費　お一人1,000円
　　　　　（当日いただきます）
◆締切日　8月8日（金）
◆申し込み　下記まで電話でお申し込みください。
◆その他　集合時間や持ち物などは申し込み

後にお知らせします。

※お申し込み時に知り得た個人情報は、生活交流会事業
以外には一切使用いたしません。
※障がい児・者生活交流会、精神障がい者生活交流会は、
赤い羽根共同募金の配分金を活用しております。

申し込み・お問い合わせ　
北勢支所 地域福祉課 （担当／服部・小川智）
☎72-7788

平成27年度採用職員募集
◆募集職種　社会福祉士（1名：取得見込含む）
◆採 用 日　平成27年4月1日（水）
◆応募受付　7月22日（火）～8月8日（金）（土日を除く）
◆書類配布　7月16日（水）からいなべ市社協

本所総務課にて行い、募集要項・関係書
類も、同日ホームページで公開します。

お問い合わせ
本所 総務課（担当／日沖・野﨑）
☎78-3543　   recruit@inabewel.or.jp
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地域福祉活動計画新規事業 社協会費

6,010,000円

寄附金

13,488,901円

社協の会費・寄附金の使いみちは？
社会福祉協議会（社協：しゃきょう）は、地域住民の皆さんを会員として構成される民間の団体
で、その活動の財源は、会費や寄附金です。いなべ市社協では皆さんからいただいた貴重な財
源を次の主な内容に活用させていただいています。（金額は平成25年度決算額です）

子育て応援プロジェクトをはじ
めとする、新しい事業に取り組
むための費用

ボランティアセンター事業
地域で福祉活動に取り組む
ボランティアの発掘や育成
をはじめ、市内でのボラン
ティア活動を支援する費用

緊急通報装置設置事業
75歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯で、心
身に障がいのある方が急病等の際に、ボタン
を押すだけでセンターに連絡ができ、適切な
対応が受けられるサービスにかかる費用

福祉有償運送事業
お一人では歩行や移動が困難な方
の通院の送迎にかかる費用

作業所への指定
ご寄附をいただいた際、「作業所
に使ってほしい」というお申し出
があったもので、たんぽぽ作業所、
ふじわら作業所かかる費用

地域福祉事業
寝具洗濯サービス、訪問理
容サービス、ふれあい弁当
サービス、独居老人ほのぼ
の交流会などの事業の他、
車いすやベッドなどの福祉
用具貸出し、市内の小中高
等学校への福祉教育推進に
かかる費用

おむつ給付事業
寝たきりの方、認知症などで
排泄が困難な方、尿便意の感
覚が著しく低下した方など、
在宅で常時おむつを必要とさ
れる方に紙おむつを支給する
サービスにかかる費用

防災対策の強化
社協における災害時体制づく
りにかかる費用

介護保険事業への指定
ご寄附をいただいた際、「介護保険
事業に使ってほしい」というお申し
出があったもので、デイサービス、
ホームヘルプサービスをはじめと
する介護保険事業にかかる費用

役員・評議員の就任について

社協だより発行
毎年奇数月（年間6回）に皆さん
へお届けしている社協情報誌の
発行にかかる費用

次の方々が、役員及び評議員に就任されました。（順不同・敬称略）
●監事 … 種村 道夫　　●評議員 … 近藤 てる代

※寄附金額（13,488,901円）には、作業所への
　指定寄附も含まれています。
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四季の家いなべ

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

一般（員弁）

一般（大安）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

司法書士（北勢）

司法書士（北勢）

弁護士（北勢）

★弁護士・司法書士相談は、事前予約が必要です。
　会場　北勢福祉センター 2階
　時間　13：00～16：00（1人30分）
※予約は北勢支所 ☎72-7788まで
★一般相談の相談員は地区民生委員児童委員の
　方々です。事前予約は必要ありません。
　会場　北勢…北勢福祉センター 2階
　　　　員弁…員弁老人福祉センター 2階
　　　　大安…大安庁舎 1階
　　　　藤原…藤原庁舎 2階
　時間　13：00～16：00

★四季の家案内
　会場　ふじわら…ふじわら社会福祉センター
　　　　い な べ…員弁老人福祉センター 1階
　　　　だいあん…大安老人福祉センター 1階
　　　　ほくせい…北勢市民会館 2階
　時間　9：30～12：00
※お問い合わせは大安支所 ☎78-3522まで

心配ごと相談・四季の家開催日心配ごと相談・四季の家開催日 8月1日から9月30日まで
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1日 2日

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

8月

9月

28日 29日 30日

▶人口............................46,196人
▶世帯数........................16,958世帯
▶65歳以上高齢者数...11,228人

▶高齢化率.........................24.3％
▶介護保険認定者数 .........1,736人
▶ボランティア登録者数...1,282人

▶人口....................

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成26年6月1日現在）

四季の家だいあん

8 いなべ市社協だより　第64号



藤原支所（ふじわらデイサービスセンター）

この広報紙は、資源保護のため再生紙と環境にやさしいベジタブルインキを使用しています。

編集・発行

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

〒511-0511 藤原町市場494-2 ふじわらデイサービスセンター内
TEL 0594-46-8007 ／ FAX 0594-46-8044

〒511-0205 員弁町笠田新田111 員弁老人福祉センター内
TEL 0594-74-5828 ／ FAX 0594-74-5858

この広報誌の発行には、いただいたご寄付・社協会費の
一部を使用させていただいております。

たんぽぽ作業所

員弁支所（いなべ市社協ケアプランセンター）

北勢支所・いなべ市地域包括支援センター
〒511-0428 北勢町阿下喜2624-2 北勢福祉センター隣
〈北勢支所〉
TEL 0594-72-7788 ／ FAX 0594-72-3147
〈いなべ市地域包括支援センター〉
TEL 0594-82-1616 ／ FAX 0594-72-3147

〒511-0274 大安町大井田2704 大安老人福祉センター内
〈本所〉
TEL 0594-78-3543 ／ FAX 0594-88-1052
〈大安支所〉
TEL 0594-78-3522 ／ FAX 0594-78-3514

本所・大安支所

北勢町阿下喜2562-2
TEL72-5130／ FAX72-5162

大安デイサービスセンター
大安町大井田2704

TEL78-3522／ FAX78-3514

デイサービス悠庵
大安町石榑東2528-5
TEL・FAX 78-4185

ふじわら作業所
藤原町本郷836

TEL46-4790／ FAX46-4792

丹生川保育園
大安町丹生川中2109-3
TEL・FAX 78-2086

三里保育園
大安町平塚535

TEL・FAX 78-1391

子育て支援センター はっぴぃ・はあと
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0246

山郷保育所
北勢町其原818

TEL・FAX 72-2624

石榑保育園
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0245

facebook▶ホームページ▶
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いこい

　6月11日（水）、16日（月）に、三重テレビの人気キ
ャラクター『エムっとくんとビッとちゃん』が三里保
育園と山郷保育所に来てくれました。それぞれの園で
は、事前に先生と一緒に『エムっとくんダンス』をし
っかり練習したので、本番の収録ではみんな元気に踊
れました。年長児は二人ペアになって、インタビュー
も受けました。大きなカメラが目の前にあってすごく
緊張しましたが、将来の夢や好きな食べ物、行ってみ
たいところなど、マイクに向かって大きな声で答える
ことができました。放送日は次のとおりです。
　★三里保育園　7月07日（月）～ 7月11日（金）
　★山郷保育所　7月28日（月）～ 8月01日（金）
　　　　　　　　　　放送時間　6：25、17：30（再放送）

　昨年の「赤い羽根共同募金運動」
で市内外の皆さんから寄せられた
善意の募金総額は、10,636件で、
6,039,444円でした。
　ご協力いただいた募金は全額、
三重県共同募金会へ送金させてい
ただきました。
　この募金は、市内各地で実施さ
れる福祉活動の貴重な財源として
活用させていただきます。

公開収録 ～三里保育園・山郷保育所～

赤い羽根共同募金への
ご協力

ありがとうございました

募金の内訳

戸別募金
法人募金
街頭募金
職域募金
イベント募金
個人募金

10,449件
76件
9件
98件
2件
2件

…
…
…
…
…
…

5,197,000円
413,000円
241,483円
119,346円
17,615円
51,000円

6月11日（水）、16日（月）に、三重テレビの人気キ
ャラクター『エムっとくんとビッとちゃん』が三里保

公開収録 ～三里保育園・山郷保育所～エムっ
とくんがやってきた！
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