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「伊丹市シルバーフェスティバル」に出品しました
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事業団の各高齢者施設とデイサービスセンターの利用者様の作品を９月１４日（日）、１５日（月・祝）に開催
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健康教養教室「学んで・笑って 仲良く元気」を共催します

中央介護支援センターでは、伊丹市人権啓発センターと健康教養教室を共催いたします。

された第３０回伊丹市シルバーフェスティバルに出品いたしました。

奮ってご参加をお願いたします。
会場となったサンシティホール展示室には、利用者様の集団制作による大型絵画をはじめ、陶芸、書道、絵手
紙、俳句、手芸品等が会場いっぱいに並べられました。会場を訪れた方達に、作品からあふれ出る利用者様の豊か

歳をとると身体の機能が低下してくるのは仕方ないと思っていませんか？そんなことはありません！

な感性やエネルギーが伝わったのではないでしょうか。

いつもの生活にちょっとした工夫を取り入れることで、心身の老化を防ぎ、はつらつと生活をしていくことができ ます。
日 時

テーマ

講 師

第１回

１０月１日（水）
10：00～11：30

いきいきと生活をするために

中央介護支援センター
社会福祉士 岸 真帆

第２回

１０月８日（水）
10：00～11：30

毎日の食生活を学ぼう

伊丹市保健センター
栄養士 佐伯 美枝子さん

第３回

１０月１５日（水）
10：00～11：30

落語で元気に笑う健康法

落語家 島崎 充功さん
落語家 足立 繁さん

第４回

１０月２２日（水）
10：00～11：30

百歳体操でこんなに元気

伊丹市地域・高年福祉課
保健師 千葉 純子さん

定 員：３０名
会 場：「ふらっと」ふれあいセンター（伊丹市昆陽南３丁目８−２１）
参加費：無料
お問い合わせ：中央介護支援センター 電話０７２－７７５－３７２１
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家族介護者教室「みんなで楽しく健康体操」へご参加を

体力、筋力、反射神経は動かさなければ、低下してしまいます。いきいきとした毎日を目指して、自宅ででき る体操を 一
緒に習いませんか？
日 時

内 容

講 師

持ち物・服装等

１０月29日（水）
14：00～15：30

専門指導員の指導による
椅子に座っての体操など

健康運動指導士
岸田 多栄子氏

動きやすい服装でお越しくだ
さい。水分補給用の飲み物、
タオルをご持参ください。

定 員：２０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
会 場：ことば蔵 地下１階多目的室１（伊丹市宮ノ前３丁目７−４）
参加費：無料
お問い合わせ：中央介護支援センター 電話０７２－７７５－３７２１
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伊丹市社会福祉事業団
人材育成事業

第１回介護職員初任者研修修了・第２回開講しました
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介護予防デイご利用者様の作品を多数展示しています

事業団の主催する平成２６年度第１回介護職員初任者研修が８月２８日に修了し
ました。全１８名の受講生が無事に研修課程修了証を手にされました。
９月２日には第２回介護職員初任者研修が開講いたしました。今回は２０代から

伊丹市社会福祉事業団のブースでは、事業団紹介パネル展示、介護予防デ
イサービス作品展示、脳トレーニングテストなどを行います。

６０代まで、１７名の受講生が集まりました。開校式の後、さっそく「職務の理
解」という研修の一環で当法人の運営する老人ホームに職場見学に行ってきまし

開 催 日 時 ：平 成２６年１０月１３日（月・祝）1０:４５～1５:00
会
場
：伊丹スポーツセンター体育館
（兵庫県伊丹市鴻池１丁目１−１ ）

た。これから１２月末の研修修了を目指して１０時間の実習を含む１３０時間のカ
リキュラムを学ばれます。
今年度の受講生募集については終了いたしました。次回は平成２７年春の開講を

過去の出展の様子

予定しております。詳細は当法人ホームページにてお知らせいたします。

平成26年度第１回介護職員初任者研修修了式
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～事業団だより～

●●●利用者様、ご家族様、地域の皆様とともに作る地域交流事業●●●

桃寿園・松風園にて
平 成平成２６年１０月１２日（日）１0：００～15：００
２６年８月２３日（土曜日）１８：００～
２１：００
利用者様、ご家族様、そして地域の 皆様が一緒に楽しんでいた だける事業団地域交
流事業「第１１回桃寿園フェスティバル」を１０月１２日（日）に特別養護老人ホーム桃寿園・
養護老人ホーム松風園にて開催いたします。
今年のテーマは『あい』です。この『あい』には愛・会・相・eyeなど幅広い意味があ
ります。愛すべき地域との交流を深め、eyeと体で感じていただけたらとの思いがこめ
られております。
当日２階特設ステージでは県立伊丹西高校の吹奏楽部をはじめ、地域で活動中
のグループ・団体の皆様による歌や踊りのパフォーマンスが次々披露され、また
園庭ではボランティアグループや家族会、福祉事業所や地域の皆
様等による出店がにぎやかに並びます。
どうぞ皆様桃寿園まで足をお運びいただき、楽しいひと時を私達
とともにお過ごしください。職員一同、心を一つにしてお待ちしてお
ります。
実行委員長・池内 玲子（桃寿園・松風園施設長）

音楽や踊り出演団体

出 店 団 体

◎篠崎裕康（ヒーリングリズム）
◎ジャングルキッズ（ダンス）
◎太鼓「響」（和太鼓演奏）
◎県立伊丹西高等学校吹奏楽部（吹奏楽演奏）
◎みゆき連（阿波踊り）
◎伊丹民踊協会（総踊り）

◎伊丹心身障害対策市民懇談会
◎稲小地区助けあいセンター
◎伊丹市手をつなぐ育成会
◎NPO法人手をつなぐ
◎いたみトライアングルの会
ワークセンターわっそ
◎ポニーの花屋
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社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
〒664-0014 伊丹市広畑３-1
いたみいきいきプラザ３階
電話 ０７２－７８４－９９８７
ホームページアドレス
http://jigyouda n-itami-hyogo.jp/
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健康教養教 室「学んで 笑って 仲良く元気」／家族介護者教室「みんなで楽しく健康体操」
「伊丹市健康 フェア２０１４に出展します」
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第１１回桃 寿園フェスティバルのご案内／求人情報

P４

◎小規模作業所ベーカリーショップ
ハインツ
◎みずほ子育て奉仕団
◎桃寿園家族会
◎（株）塩梅なにわ
◎伊丹東有岡ワークハウス
◎JVG

地域の豊かな未来のために、地域の皆様とともに歩む社会福祉法人です。
即戦力となって積極的に仕事を進めていく意欲のある人を募集します。あなたのスキルを事業団で活かしてください。
雇用形態
①正規職員
（一般職）

職種
看護職

ケアマネジャー

①
②フルタイム
契約職員

介護職

採用人数

若干名

若干名

若干名

受験資格

勤務地

平成26年12月1日時点で満60歳未
満で正看護師資格を有する者

当 法 人の 運 営す る介 護老 人 保
健施設・介護老人福祉施設・訪問
看護事業所等

平成26年12月1日時点で満60歳未
満 で 介護 支援 専門 員資 格を 有す
る者

当 法 人の 運 営す る介 護老 人 保
健施設・介護老人福祉施設

介護福祉士資格を有する者

応募受付期間

平成26年９月29日
～10月14日
※郵送の場合14日必着
※採用予定：12月１日

ほっとな
ほっとな１枚
老人ホーム桃寿園・松風園
介護老人保健施設 ケアハ イツいたみ

随時

※待遇、
待遇、勤務時間 、応募方法等詳細については
応募方法等詳細については当法人
については当法人ホームページをご
当法人ホームページをご覧
ホームページをご覧ください。
ください。http://jigyoudanhttp://jigyoudan-itamiitami-hyogo.jp/

●看護職応募希望者対象 事前説明会のご案内●
日

時：１回目 平成２６年１０月７日（火）午後６時３０分
１０月７日（火）午後６時３０分開始（午後６時１５分集合）
１０月７日（火）午後６時３０分
２回目 平成２６年１０月８日（水）午前１０時
１０月８日（水）午前１０時開始
（午前９時４５分集合）
１０月８日（水）午前１０時
会
場：いたみいきいきプラザ（伊丹市広畑３－１）
お申し込み：各開催日前日午後５時までにお電話でお申し込みください。
お問い合わせ：社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団 総務課 ０７２－７８４－９９８７

参加できない方に
は別途ご説明しま
すの で、ご相談 く
ださい。

【おめでとうございます！】
９月１ １日に 敬老 祝賀会 を開い た老人 ホーム
「桃 寿 園」「松風 園」で の１ コマ で す。ホー ム
最長老、１0４歳のＫ様と１０２歳のＳ様に園長
よ り「祝 詞」を贈 らせ てい ただ きま し た。他 に
も９９歳がお2人、９８歳、９８歳、９６歳とご
長 寿 の 入 所 者 の 方 にお 祝 い の 言 葉 を贈 り ま し
た。この日 はマジ ック ショー やお 祝い膳 とケー
キも用意され、晴れやかな１日となりました。

２０１4
２０１4年（平成26
年（平成26年）
26年） 9月発行

第102号

