
毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。
市民の皆さまに支えられて「赤い羽根共同募金」は今年で70周年を迎えます。

　昨年度は、皆さまからあたたかいご協力をいただき、14,380,678円の募金を
お寄せいただきました。
このうち、今年度6,542,678円が地域配分として、足利市社会福祉協議会へ配分
され、下記の事業に活用させていただいております。
詳しくは、赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。

足利市
社会福祉協議会マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター
広報誌やホームページをはじめ、PR活動に役立てられるマスコットキャラクターを
募集することになりました。たくさんのご応募をお待ちしております！

【募集期間】平成29年10月2日（月）～平成29年12月22日（金）まで（必着）
【キャラクターイメージ】

「足利市社協」「支え合い」「優しい気持ち」をイメージした親しみやすいもの
【賞　　品】最優秀賞　１点　　５万円の商品券と足利市特産品

優 秀 賞　３点　　５千円の商品券と足利市特産品
【応募方法】応募用紙がホームページからダウンロードできます。

また、足利市社協１階窓口にも設置してあります。
足利市社協まで郵送もしくはご持参（土日祝日を除く：午前9時～午後5時）ください。
切手等の郵送料は応募者負担となります。

＊詳細は本会ホームページをご覧ください。

足利市社協は
「共に生き、共に支え合う
福祉のまちづくり」を
めざして活動しています

デザイン
大募集！！
デザイン
大募集！！
デザイン
大募集！！

福祉標語コンクール作品募集福祉標語コンクール作品募集福祉標語コンクール作品募集
部　　門：小学生の部（5年生以上）、中学生の部、一般の部（高校生以上）
募集期間：平成29年10月16日（月）～11月30日（木）

（郵送の場合は、当日消印有効　　持参の場合は、11月30日（木）午後5時まで）

【テ ー マ】地域福祉の推進・ボランティアの普及・高齢者・児童・障がい者福祉に関するもの
【応募資格】足利市内在住、または通勤・通学している方（応募点数は一人一点、オリジナルで未発表のものに限ります。）
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールまたは持参により応募してください。

応募用紙がホームページからダウンロードできます。
【審査発表】部門ごとに最優秀賞及び優秀賞を選出し、入賞者には平成30年3月中に選考結果を通知します。

応募先・問合せ：〒326-0064　足利市東砂原後町1072　足利市総合福祉センター内
足利市社会福祉協議会　地域福祉課「福祉標語コンクール係」宛　
TEL  0284(44)0322　FAX  0284(44)0529　Ｅメール　as-sk@watv.ne.jp

応募先・問合せ：〒326-0064　足利市東砂原後町1072　足利市総合福祉センター内
足利市社会福祉協議会　総務課「社協マスコットキャラクター係」宛　
TEL  0284(44)0322　FAX  0284(44)0529　Ｅメール　as-sk@watv.ne.jp

＊詳細は学校配布チラシ・本会ホームページをご覧ください。

皆さまからのあたたかいご協力で足利の福祉を応援してください！

１０月１日～１２月３１日１０月１日～１２月３１日１０月１日～１２月３１日運動期間

・足利市ふれあいのつどい事業助成（5/14実施済）
・障がい児者家族交流事業（8/2実施済）
・赤い羽根パートナーミーティング（９/３実施済）
・小学生の親子ボランティアスクール（9/3実施済）　
・市民活動事業助成（10団体）・地区及び施設敬老会事業助成　
・足利市ボランティア協会助成　
・地区社会福祉協議会活動補助金（見守り活動等）
・ふれあい・いきいきサロン事業助成　
・子育てサロン事業助成　
・足利流こども食堂助成（１１月より実施予定）
・赤い羽根シネマ（平成30年2/4実施予定）

＜平成２9年度の足利市社協での使いみち＞

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動に
ご協力を
お願いいたします。

　歳末たすけあい運動は、地域の皆さまや民生委員・児童委員をはじめ、多くの方々のご協力を得て
行われます。新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で安心して生活することが
できるように、住民参加の福祉活動を支援するための募金です。

・栃木県共同募金会足利市支会
・足利市
・足利市自治会長連絡協議会
・足利市民生委員児童委員連合会
・足利市女性団体連絡協議会
・足利市社会福祉協議会

《主唱六団体が実施します》
〇地域のみんなで支えるために
・支援を必要とする世帯へ支援金
・ひとり親家庭支援事業
・社会福祉施設・事業所通所者へ支援金 など
〇地域の福祉活動のために
・年末年始ひとり暮らし高齢者等特別給食（会食）会
・年末年始ひとり暮らし高齢者等特別訪問活動
・ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン活動
・障がい児者ふれあいサロン事業 など
〇安心・安全なまちづくりのために
・災害ボランティア養成講座

募金期間

11/1
12/31

《平成２９年度の使いみち》

職員採用試験のお知らせ職員採用試験のお知らせ職員採用試験のお知らせ
【職種及び採用人数】事務職員（若干名）、保育士（保育園４名程度）

保育士・児童指導員（児童養護施設５名程度）
【年 齢 及 び 資 格】事 務 職 員：昭和53年4月2日～平成12年4月1日までに生まれた方
　　　　　　　　　　保　育　士：昭和48年4月2日以降に生まれた方
　　　　　　　　　　　　　　　　保育士資格を有している方
　　　　　　　　　　児童指導員：昭和53年4月2日以降に生まれた方
　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉士、社会福祉主事、教員、幼稚園教諭資格を有している方
【申 込 受 付 期 間】10月16日（月）～11月6日（月） ※郵送の場合は11月4日（土）の消印有効
【試　験　案　内】窓口配布及び本会ホームページ
【採 用 試 験 日 程】第１次試験　平成29年11月12日（日）　第２次試験　平成29年11月24日（金）

　　　　　　　　　　＊詳細は、本会ホームページをご覧ください。

【問合せ】総務課　TEL  0284(44)0322

足利市社会福祉協議会No.270
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平成２９年度

災害ボランティア講座

日時：11月19日（日）

午前10時～正午

（受付：午前9時30分～）

会場：足利市総合福祉センター

3階　301・302会議室

内容：講話「自分の命は自分で守る」

簡易防災グッズを作ってみよう

※講座終了後、非常食の試食があります。

対象：高校生以上の方で、市内在住か通勤・通学している方

定員：40名

締切：10月27日（金）

※定員になり次第締め切ります。

申込・問合せ：地域福祉課　TEL　0284（44）0322

～防災の輪を広げよう～

日　時：平成29年10月28日（土）　午後1時30分開場　2時開演
会　場：足利市民プラザ　文化ホール
内　容：全学応援団　リーダー公開、弊団附属吹奏楽部　演奏会
　　　　堀優衣様、足利少年少女合唱団様によります各々の歌の
　　　　パフォーマンス
料　金：当日300円、前日200円、小学生以下無料　※全席自由
問合せ：足利工業大学全学応援団本部
TEL  0284－62－0605　内線436

足利工業大学全学応援団

中途失明者生活訓練教室を
ご利用ください

　視力が低下され毎日の生活にお困りの
方やその家族に対して、悩みごとの相談
や助言、点字やパソコン通信の仕方、歩
行の支援などをおこなう教室を次の要領
で開催しております。ご利用ください。

期　間：平成29年9月7日～
平成30年3月1日
毎週木曜日
午後１時～３時（25回）

会　場：足利市視覚障害者福祉ホーム
（相生町385）

申　込：足利市視覚障害者福祉ホーム
  TEL  0284（41）2200

平成29年度　歳末たすけあい配分事業

障がい児者ふれあいサロン障がい児者ふれあいサロン障がい児者ふれあいサロン

日　時：12月2日(土)　
午前10時～11時30分

会　場：三重公民館ホール（五十部町472）
今後の予定：12月　葉鹿地区

２月　山辺地区
＊詳細が決まり次第、本会ホームページにて
　お知らせします。

問合せ：地域福祉課　TEL 0284(44)0322

　障がいのある方やそのご家族・介護者の方が気軽
に立ち寄れるサロンです。

傾聴ハピネス　代表　渡邉純子先生による

傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座
傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座
傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座

※傾聴ボランティア講座を一度受講されている方が対象です。

期　日：10月30日（月）午後1時30分～3時30分

メンテナンス講座（全１回）

期　間：11月6日～27日　毎週月曜日　全4回
時　間：午後1時30分～4時30分
会　場：足利市総合福祉センター3階　302会議室
参加費：無料
定　員：30名
申　込：10月4日（水）午前10時～受付開始
締　切：10月16日（月）定員になり次第、締切ります。
※傾聴ボランティアに興味がある方
※グループワークや簡単な演習があります。

傾聴ボランティア講座（全４回）

地域福祉課　ボランティアセンター
TEL　0284（44）1357

★ 受  講  生  募  集 ★毎年
大人気！

申込・問合せ

第48回  善意のつどい第48回  善意のつどい第48回  善意のつどい
開催のお知らせ開催のお知らせ

　善意のつどいが足利市ボランティア協会の主催で、

今年も開催されることになりました。

　今回の特別出演には、歌手の五家英子さんをお迎え

します。

　入場券は、11/１から市民会館、市民プラザにて

販売いたします。内容の詳細につきましては、後日、

ポスターやチラシでお伝えします。

日　時：12月3日（日）午後1時開演
会　場：足利市民会館大ホール
主　催：足利市ボランティア協会
　　　　「善意のつどいの会」
入場券：1,000円

ご　か  ひで こ

在宅介護者交流会（ランチ交流会）
　在宅介護している家族の方の心身のリフレッシュと情報
交換の場としてランチ交流会を開催します。

日　　時：平成29年11月17日（金）
午前10時30分～午後2時（＊予定）

集合場所：元学町緑地（元学町826－15）
会　　場：しのづか陣屋（群馬県邑楽町篠塚2055-5）
会　　費：2,500円
定　　員：30名（先着順）
申　　込：10月17日（火）午前10時から

10月31日（火）午後5時まで
電話で受け付けます。
＊参加の方には、後日詳細を送付します。

問 合 せ：地域福祉課　TEL　0284（44）0322

【法人本部】　○織姫公民館利用団体連絡協議会
○パチンコプラザ ラ・カータ花ぞの店
○パチンコプラザ ラ・カータ足利店
○犬のドリーム　○栃木県退職公務員連盟足利支部
○五家英子と楽しく踊ろう会カナリア・ポパイ
○五家英子車椅子寄贈600台達成記念チャリティーショー実行委員会
○小曽根せつ子　○足利清風高等学校ＪＲＣ部
○株式会社栃木サッカークラブ　○公益社団法人足利法人会
○足利市社会福祉協議会八木節愛好会
○足利ガス株式会社　○名草辰巳会　○田部田嘉子

【さわらごハイム足利】　
○ＮＰＯ法人三松会　○増沢宗治　○佐々木克哉　○法玄寺
○匿名２件

【泗水学園】　○高岩秀峰　○白鷗大学足利高等学校演劇部　○林匡宣
○匠屋ラーメン　○フィリップモリスジャパン合同会社
○笠原富雄　○アイランド足利店　○腰高里弥
○オウミ技研株式会社　○北の郷農産物直売所
○足利わたらせロータリークラブ　○持斉征勇
○樋口哲也　○岩上敏雄他６名　○足利商工会議所
○絵本の読み聞かせクルリンパの皆様
○ＮＰＯ法人ＮＧＯフク２１ふらっとホーム　○星野千晴
○小清水節子　○食堂よしだや　○チームあおぞら
○NPO法人三松会　○有限会社紺邑　○チューリップシアター
○株式会社栃木サッカークラブ　○青木挙斗　○竹内晃代
○門司一徹　○匿名７件

【八幡こども館】
○山辺地区社会福祉協議会　○匿名１件

【足利市視覚障害者福祉ホーム】
○匿名１件

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました
（平成２９年６～８月　敬称略・順不同）

福祉・保育の
お仕事就職フェア
福祉・保育の
お仕事就職フェア
福祉・保育の
お仕事就職フェア 安足エリア安足エリア

日　時：11月４日（土）
午後１時～３時30分

会　場：足利市民プラザ（朝倉町264）
内　容：福祉・保育の仕事に就きたい方と

求人事業所との相談会
対　象：足利市、佐野市
問合せ：栃木県社会福祉協議会

福祉人材・研修センター
TEL  028（643）5622

成年後見制度普及講座成年後見制度普及講座成年後見制度普及講座
　少子高齢社会を迎えた今、成年後見制度はより
身近で重要な制度となっています。「成年後見制
度ってどういうもの？」と思われる方でも分かり
やすく初歩から説明します。２日コースとなって
おります。ぜひご参加ください。

日　時：平成29年10月13日（金）、20日（金）
　　　　午後２時～４時
会　場：足利市総合福祉センター

３階　301・302会議室
講　師：大門社会福祉士事務所

所長　大門亘　氏
参加費：無料
定　員：50名

 （先着順とさせていただきます。）

申込・問合せ：あすてらすあしかが　
TEL  0284(44)0372

赤い羽根シネマ開催のお知らせ

日　程　平成30年2月4日（日）
会　場　ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが

＊詳細につきましては、後日、本会ホームページ等でお伝えします。

　今年度も映画を通して地域住民が抱える
様々な課題について、より多くの皆さまに関
心を持つきっかけにしていただくことを目的
として開催します。

リーダー公開・吹奏楽演奏会

チャリティー
フェスティバル
チャリティー
フェスティバル

第41回
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平成２９年度

災害ボランティア講座

日時：11月19日（日）

午前10時～正午

（受付：午前9時30分～）

会場：足利市総合福祉センター

3階　301・302会議室

内容：講話「自分の命は自分で守る」

簡易防災グッズを作ってみよう

※講座終了後、非常食の試食があります。

対象：高校生以上の方で、市内在住か通勤・通学している方

定員：40名

締切：10月27日（金）

※定員になり次第締め切ります。

申込・問合せ：地域福祉課　TEL　0284（44）0322

～防災の輪を広げよう～

日　時：平成29年10月28日（土）　午後1時30分開場　2時開演
会　場：足利市民プラザ　文化ホール
内　容：全学応援団　リーダー公開、弊団附属吹奏楽部　演奏会
　　　　堀優衣様、足利少年少女合唱団様によります各々の歌の
　　　　パフォーマンス
料　金：当日300円、前日200円、小学生以下無料　※全席自由
問合せ：足利工業大学全学応援団本部
TEL  0284－62－0605　内線436

足利工業大学全学応援団

中途失明者生活訓練教室を
ご利用ください

　視力が低下され毎日の生活にお困りの
方やその家族に対して、悩みごとの相談
や助言、点字やパソコン通信の仕方、歩
行の支援などをおこなう教室を次の要領
で開催しております。ご利用ください。

期　間：平成29年9月7日～
平成30年3月1日
毎週木曜日
午後１時～３時（25回）

会　場：足利市視覚障害者福祉ホーム
（相生町385）

申　込：足利市視覚障害者福祉ホーム
  TEL  0284（41）2200

平成29年度　歳末たすけあい配分事業

障がい児者ふれあいサロン障がい児者ふれあいサロン障がい児者ふれあいサロン

日　時：12月2日(土)　
午前10時～11時30分

会　場：三重公民館ホール（五十部町472）
今後の予定：12月　葉鹿地区

２月　山辺地区
＊詳細が決まり次第、本会ホームページにて
　お知らせします。

問合せ：地域福祉課　TEL 0284(44)0322

　障がいのある方やそのご家族・介護者の方が気軽
に立ち寄れるサロンです。

傾聴ハピネス　代表　渡邉純子先生による

傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座
傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座
傾聴ボランティア講座
メンテナンス講座

※傾聴ボランティア講座を一度受講されている方が対象です。

期　日：10月30日（月）午後1時30分～3時30分

メンテナンス講座（全１回）

期　間：11月6日～27日　毎週月曜日　全4回
時　間：午後1時30分～4時30分
会　場：足利市総合福祉センター3階　302会議室
参加費：無料
定　員：30名
申　込：10月4日（水）午前10時～受付開始
締　切：10月16日（月）定員になり次第、締切ります。
※傾聴ボランティアに興味がある方
※グループワークや簡単な演習があります。

傾聴ボランティア講座（全４回）

地域福祉課　ボランティアセンター
TEL　0284（44）1357

★ 受  講  生  募  集 ★毎年
大人気！

申込・問合せ

第48回  善意のつどい第48回  善意のつどい第48回  善意のつどい
開催のお知らせ開催のお知らせ

　善意のつどいが足利市ボランティア協会の主催で、

今年も開催されることになりました。

　今回の特別出演には、歌手の五家英子さんをお迎え

します。

　入場券は、11/１から市民会館、市民プラザにて

販売いたします。内容の詳細につきましては、後日、

ポスターやチラシでお伝えします。

日　時：12月3日（日）午後1時開演
会　場：足利市民会館大ホール
主　催：足利市ボランティア協会
　　　　「善意のつどいの会」
入場券：1,000円

ご　か  ひで こ

在宅介護者交流会（ランチ交流会）
　在宅介護している家族の方の心身のリフレッシュと情報
交換の場としてランチ交流会を開催します。

日　　時：平成29年11月17日（金）
午前10時30分～午後2時（＊予定）

集合場所：元学町緑地（元学町826－15）
会　　場：しのづか陣屋（群馬県邑楽町篠塚2055-5）
会　　費：2,500円
定　　員：30名（先着順）
申　　込：10月17日（火）午前10時から

10月31日（火）午後5時まで
電話で受け付けます。
＊参加の方には、後日詳細を送付します。

問 合 せ：地域福祉課　TEL　0284（44）0322

【法人本部】　○織姫公民館利用団体連絡協議会
○パチンコプラザ ラ・カータ花ぞの店
○パチンコプラザ ラ・カータ足利店
○犬のドリーム　○栃木県退職公務員連盟足利支部
○五家英子と楽しく踊ろう会カナリア・ポパイ
○五家英子車椅子寄贈600台達成記念チャリティーショー実行委員会
○小曽根せつ子　○足利清風高等学校ＪＲＣ部
○株式会社栃木サッカークラブ　○公益社団法人足利法人会
○足利市社会福祉協議会八木節愛好会
○足利ガス株式会社　○名草辰巳会　○田部田嘉子

【さわらごハイム足利】　
○ＮＰＯ法人三松会　○増沢宗治　○佐々木克哉　○法玄寺
○匿名２件

【泗水学園】　○高岩秀峰　○白鷗大学足利高等学校演劇部　○林匡宣
○匠屋ラーメン　○フィリップモリスジャパン合同会社
○笠原富雄　○アイランド足利店　○腰高里弥
○オウミ技研株式会社　○北の郷農産物直売所
○足利わたらせロータリークラブ　○持斉征勇
○樋口哲也　○岩上敏雄他６名　○足利商工会議所
○絵本の読み聞かせクルリンパの皆様
○ＮＰＯ法人ＮＧＯフク２１ふらっとホーム　○星野千晴
○小清水節子　○食堂よしだや　○チームあおぞら
○NPO法人三松会　○有限会社紺邑　○チューリップシアター
○株式会社栃木サッカークラブ　○青木挙斗　○竹内晃代
○門司一徹　○匿名７件

【八幡こども館】
○山辺地区社会福祉協議会　○匿名１件

【足利市視覚障害者福祉ホーム】
○匿名１件

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました
（平成２９年６～８月　敬称略・順不同）

福祉・保育の
お仕事就職フェア
福祉・保育の
お仕事就職フェア
福祉・保育の
お仕事就職フェア 安足エリア安足エリア

日　時：11月４日（土）
午後１時～３時30分

会　場：足利市民プラザ（朝倉町264）
内　容：福祉・保育の仕事に就きたい方と

求人事業所との相談会
対　象：足利市、佐野市
問合せ：栃木県社会福祉協議会

福祉人材・研修センター
TEL  028（643）5622

成年後見制度普及講座成年後見制度普及講座成年後見制度普及講座
　少子高齢社会を迎えた今、成年後見制度はより
身近で重要な制度となっています。「成年後見制
度ってどういうもの？」と思われる方でも分かり
やすく初歩から説明します。２日コースとなって
おります。ぜひご参加ください。

日　時：平成29年10月13日（金）、20日（金）
　　　　午後２時～４時
会　場：足利市総合福祉センター

３階　301・302会議室
講　師：大門社会福祉士事務所

所長　大門亘　氏
参加費：無料
定　員：50名

 （先着順とさせていただきます。）

申込・問合せ：あすてらすあしかが　
TEL  0284(44)0372

赤い羽根シネマ開催のお知らせ

日　程　平成30年2月4日（日）
会　場　ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが

＊詳細につきましては、後日、本会ホームページ等でお伝えします。

　今年度も映画を通して地域住民が抱える
様々な課題について、より多くの皆さまに関
心を持つきっかけにしていただくことを目的
として開催します。

リーダー公開・吹奏楽演奏会

チャリティー
フェスティバル
チャリティー
フェスティバル

第41回
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毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。
市民の皆さまに支えられて「赤い羽根共同募金」は今年で70周年を迎えます。

　昨年度は、皆さまからあたたかいご協力をいただき、14,380,678円の募金を
お寄せいただきました。
このうち、今年度6,542,678円が地域配分として、足利市社会福祉協議会へ配分
され、下記の事業に活用させていただいております。
詳しくは、赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。

足利市
社会福祉協議会マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター
広報誌やホームページをはじめ、PR活動に役立てられるマスコットキャラクターを
募集することになりました。たくさんのご応募をお待ちしております！

【募集期間】平成29年10月2日（月）～平成29年12月22日（金）まで（必着）
【キャラクターイメージ】

「足利市社協」「支え合い」「優しい気持ち」をイメージした親しみやすいもの
【賞　　品】最優秀賞　１点　　５万円の商品券と足利市特産品

優 秀 賞　３点　　５千円の商品券と足利市特産品
【応募方法】応募用紙がホームページからダウンロードできます。

また、足利市社協１階窓口にも設置してあります。
足利市社協まで郵送もしくはご持参（土日祝日を除く：午前9時～午後5時）ください。
切手等の郵送料は応募者負担となります。

＊詳細は本会ホームページをご覧ください。

足利市社協は
「共に生き、共に支え合う
福祉のまちづくり」を
めざして活動しています

デザイン
大募集！！
デザイン
大募集！！
デザイン
大募集！！

福祉標語コンクール作品募集福祉標語コンクール作品募集福祉標語コンクール作品募集
部　　門：小学生の部（5年生以上）、中学生の部、一般の部（高校生以上）
募集期間：平成29年10月16日（月）～11月30日（木）

（郵送の場合は、当日消印有効　　持参の場合は、11月30日（木）午後5時まで）

【テ ー マ】地域福祉の推進・ボランティアの普及・高齢者・児童・障がい者福祉に関するもの
【応募資格】足利市内在住、または通勤・通学している方（応募点数は一人一点、オリジナルで未発表のものに限ります。）
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールまたは持参により応募してください。

応募用紙がホームページからダウンロードできます。
【審査発表】部門ごとに最優秀賞及び優秀賞を選出し、入賞者には平成30年3月中に選考結果を通知します。

応募先・問合せ：〒326-0064　足利市東砂原後町1072　足利市総合福祉センター内
足利市社会福祉協議会　地域福祉課「福祉標語コンクール係」宛　
TEL  0284(44)0322　FAX  0284(44)0529　Ｅメール　as-sk@watv.ne.jp

応募先・問合せ：〒326-0064　足利市東砂原後町1072　足利市総合福祉センター内
足利市社会福祉協議会　総務課「社協マスコットキャラクター係」宛　
TEL  0284(44)0322　FAX  0284(44)0529　Ｅメール　as-sk@watv.ne.jp

＊詳細は学校配布チラシ・本会ホームページをご覧ください。

皆さまからのあたたかいご協力で足利の福祉を応援してください！

１０月１日～１２月３１日１０月１日～１２月３１日１０月１日～１２月３１日運動期間

・足利市ふれあいのつどい事業助成（5/14実施済）
・障がい児者家族交流事業（8/2実施済）
・赤い羽根パートナーミーティング（９/３実施済）
・小学生の親子ボランティアスクール（9/3実施済）　
・市民活動事業助成（10団体）・地区及び施設敬老会事業助成　
・足利市ボランティア協会助成　
・地区社会福祉協議会活動補助金（見守り活動等）
・ふれあい・いきいきサロン事業助成　
・子育てサロン事業助成　
・足利流こども食堂助成（１１月より実施予定）
・赤い羽根シネマ（平成30年2/4実施予定）

＜平成２9年度の足利市社協での使いみち＞

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動に
ご協力を
お願いいたします。

　歳末たすけあい運動は、地域の皆さまや民生委員・児童委員をはじめ、多くの方々のご協力を得て
行われます。新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で安心して生活することが
できるように、住民参加の福祉活動を支援するための募金です。

・栃木県共同募金会足利市支会
・足利市
・足利市自治会長連絡協議会
・足利市民生委員児童委員連合会
・足利市女性団体連絡協議会
・足利市社会福祉協議会

《主唱六団体が実施します》
〇地域のみんなで支えるために
・支援を必要とする世帯へ支援金
・ひとり親家庭支援事業
・社会福祉施設・事業所通所者へ支援金 など
〇地域の福祉活動のために
・年末年始ひとり暮らし高齢者等特別給食（会食）会
・年末年始ひとり暮らし高齢者等特別訪問活動
・ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン活動
・障がい児者ふれあいサロン事業 など
〇安心・安全なまちづくりのために
・災害ボランティア養成講座

募金期間

11/1
12/31

《平成２９年度の使いみち》

職員採用試験のお知らせ職員採用試験のお知らせ職員採用試験のお知らせ

申込受付期間  

10月16日（月）～11月6日（月）
※郵送の場合は、11月4日（土）の消印有効

【職種及び採用人数】事務職員（若干名）、保育士（保育園４名程度）
保育士・児童指導員（児童養護施設５名程度）

【年 齢 及 び 資 格】事 務 職 員：昭和53年4月2日～平成12年4月1日までに生まれた方
　　　　　　　　　　保　育　士：昭和48年4月2日以降に生まれた方
　　　　　　　　　　　　　　　　保育士資格を有している方
　　　　　　　　　　児童指導員：昭和53年4月2日以降に生まれた方
　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉士、社会福祉主事、教員、幼稚園教諭資格を有している方
【申 込 受 付 期 間】10月16日（月）～11月6日（月） ※郵送の場合は11月4日（土）の消印有効
【試　験　案　内】窓口配布及び本会ホームページ
【採 用 試 験 日 程】第１次試験　平成29年11月12日（日）　第２次試験　平成29年11月24日（金）

　　　　　　　　　　＊詳細は、本会ホームページをご覧ください。

【問合せ】総務課　TEL  0284(44)0322

足利市社会福祉協議会No.270
29
10 1
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