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    ほっとほっとほっとほっとなななな１１１１枚枚枚枚    
【満開のコスモス】 

 １１月１０日（月）武庫川のコスモス畑での

１コマです。この日は荒牧デイサービスセン

ター、ケアハイツいたみの利用者様がコスモス

ツアーに来られていました。お天気もよく、目

の前に広がる鮮やかなコスモスと暖かい日差し

の中、利用者様もリラックスされ、ゆったりと

した時間を過ごされていました。 

●●●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●●●●●●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●●●●●●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●●●●●●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●●●    

ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        第104号 （4） 

    ほっとほっとほっとほっと情報情報情報情報②②②②    

    養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム松風園松風園松風園松風園・・・・    
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム桃寿園桃寿園桃寿園桃寿園    

介護職員介護職員介護職員介護職員（（（（契約社員契約社員契約社員契約社員））））    

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    

ケアハイツいたみケアハイツいたみケアハイツいたみケアハイツいたみ    

介護職員介護職員介護職員介護職員（（（（契約社員契約社員契約社員契約社員））））    

小規模多機能小規模多機能小規模多機能小規模多機能    

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護さくらさくらさくらさくら    

介護職員介護職員介護職員介護職員（（（（契約社員契約社員契約社員契約社員））））    

伊丹荒牧伊丹荒牧伊丹荒牧伊丹荒牧デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター    

介護職員介護職員介護職員介護職員（（（（契約社員契約社員契約社員契約社員））））    

仕事仕事仕事仕事のののの内容内容内容内容    
施設内での介護業務 

老人デイサービスセンターでの介護 

業務 

勤務日勤務日勤務日勤務日    勤務シフトによる週5日勤務 
日曜～金曜のうち勤務シフトによる 

週3～5日（勤務日数応相談） 

勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間    基本9:00～17:30   

早出7：00～15：30 
遅出11：00～19：30 

（休憩時間45分含） 

夜勤17:10～翌日9:10  

（休憩時間・仮眠時間含） 

基本9:00～17:30  

早出7:00～15:30 
遅出12：00～20：30 

（休憩時間45分含） 

夜勤17:00～翌日9:00 

（休憩時間・仮眠時間含） 

基本9:00～17:30 

早出7:30～16:00  
遅出12:30～21:00 

（休憩時間45分含） 

夜勤17:10～翌日9:10 

（休憩時間・仮眠時間含） 

①8：00～13：00②13：00～18：00 

③9：00～14：00④12：00～17：00 
※1日の勤務は①、②、③、④のいずれ

かになります。   

★週30時間未満勤務★ 

資格要件等資格要件等資格要件等資格要件等    介護職員初任者（ホームヘルパー2級）以上 未経験可  

待待待待    遇遇遇遇    日額：7,310円～  夜勤１回につき 16,620円～ 

※別途、通勤手当・賞与年2回(最高年40日分)・処遇改善加算等あり 
※年収：約240～310万程度 社会保険完備、年次有給休暇・その他特別休暇等、 

福利厚生制度、内部登用制度等あり 

時給：943円～  

※別途、通勤手当・処遇改善加算等あり 
※年収：約85万前後（週3日）/約114万

前後（週4日）/約143万前後（週5日） 

雇用保険（勤務時間による）、年次有給

休暇・その他特別休暇等、福利厚生制

度、内部登用制度等あり 

勤務地勤務地勤務地勤務地    伊丹市昆陽池1丁目105番地 伊丹市荒牧5丁目16番27号 伊丹市中野西1丁目141番地  

 屋外ではもちつき大会、屋内では桜台小学校ジュニアバンドクラブによる演奏会やヒーリングリズムを行い

ます。また、いか焼き、おでん、ぜんざいなどのフードコートや親子での絵本作り、手作りサンタのプレゼン

ト等、お年寄りからお子様まで楽しんでいただける様々な催しを開催いたします。 

10:00～オープニング演奏会 
出演 桜台小学校ジュニアバンドクラブ 

1２:３0～ギター弾き語りライブ 
出演 角谷 隆さん 

13:00～ヒーリングリズム体験 
出演 篠崎 裕康さん 

10:00～/12:30～ 
手作りサンタプレゼント 
親子で絵本づくり 

10:00～おもちつき大会 
先着１００名様にぜんざいをプレゼント！ 

フードコート 
いか焼き・おでん・ジュース・ビール・ 

ぜんざい・肉まん・焼き芋 

豆腐等の販売 

スーパーボールすくい/射的 

コーヒー無料配布 

※契約社員を希望される方はまずはお気軽にお電話ください。面接日をお知らせします。※契約社員を希望される方はまずはお気軽にお電話ください。面接日をお知らせします。※契約社員を希望される方はまずはお気軽にお電話ください。面接日をお知らせします。※契約社員を希望される方はまずはお気軽にお電話ください。面接日をお知らせします。電話電話電話電話    072072072072----784784784784----9987998799879987        

受付受付受付受付：：：：月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日のののの９９９９：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０（（（（祝日祝日祝日祝日をををを除除除除くくくく））））    社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団    総務課総務課総務課総務課 

正規職員募集正規職員募集正規職員募集正規職員募集：：：：①①①①正看護師正看護師正看護師正看護師②②②②介護職員介護職員介護職員介護職員③③③③精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士をををを募集募集募集募集いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
★採用予定日：①及び②はH27.2.1以降、③はH27.4.1付 

★応募要件：満60歳未満の者で、①は正看護師資格、②は介護福祉士資格、③は精神保健福祉士(取得見込含）、を保有する者 
★受付期間：平成２６年１２月１日（月）から１２月１５日（月）まで（土・日・祝日を除きます。）※郵送の場合は、１５日（月）必着 

※募集要項や申込方法等、詳細は当法人ホームページ（http://jigyoudan-itami-hyogo.jp/）よりご覧ください。 

写真は昨年の様子です。 

ほっとメーほっとメーほっとメーほっとメールルルル        

とれたて

大根即売
会あり 

報告報告報告報告                            思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります                                                                                                                            P２ 

ほっと事業報告①ほっと事業報告①ほっと事業報告①ほっと事業報告①    秋の遠足♪日帰りバスツアー報告秋の遠足♪日帰りバスツアー報告秋の遠足♪日帰りバスツアー報告秋の遠足♪日帰りバスツアー報告                                                                                                                                        P３ 

ほっと事業報告②ほっと事業報告②ほっと事業報告②ほっと事業報告②    「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告                                                                                                                    P３ 

ほっと情報①ほっと情報①ほっと情報①ほっと情報①            いきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせ                                                                                            P３ 

ほっと情報②ほっと情報②ほっと情報②ほっと情報②            第第第第5555回あっけら寒ニバルのご案内／求人情報回あっけら寒ニバルのご案内／求人情報回あっけら寒ニバルのご案内／求人情報回あっけら寒ニバルのご案内／求人情報                                                                                                                        P４ 



ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        第10４号 （２） 第104号 （3） ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        

秋の遠足♪秋の遠足♪秋の遠足♪秋の遠足♪    日帰りバスツアー報告日帰りバスツアー報告日帰りバスツアー報告日帰りバスツアー報告    報報報報    告告告告    永年勤続者が表彰を受けました永年勤続者が表彰を受けました永年勤続者が表彰を受けました永年勤続者が表彰を受けました    

思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります思いを新たに職務に邁進してまいります    

ほっとほっとほっとほっと事業報告事業報告事業報告事業報告①①①① 

 今年は６つの事業所で日帰りバスツアーを行いました。ツアー実施にあ

たっては、ボランティアの方々にもご協力いただき、車椅子の利用者様でも

ご参加頂けるので、毎年大人気の企画です。今年は、水族館、姫路セントラ

ルパーク、姫路城、黒田官兵衛大河ドラマ館、智恩寺、平等院鳳凰堂など利

用者様からのご意見をもとに、行き先を選定しました。 

 ケアハイツいたみ通所リハビリテーションでは利用者様のリハビリの成果

を確認できる場であり、このバスツアーに行くためにリハビリに励んでいる

利用者様もたくさんいらっしゃいます。 

 小規模多機能居宅介護さくら、南野デイサービスセンター、中央デイサー

ビスセンター、荒牧デイサービスセンター、桃寿園デイサービスセンターで

はご家族様にも参加していただき、バスツアーを通じて利用者様、ご家族様

同士が交流していただける大切な機会でもあります。 

 参加された皆様は、観光や豪華な昼食、お買い物と充実した１日を楽しま

れました。来年はどこへ行くのか、今から楽しみにされています。 

「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告「三世代交流文化祭」事業団デイ★フェスタ報告    ほっとほっとほっとほっと事業報告事業報告事業報告事業報告②②②② 

 １１月８日（土）に伊丹中央デイサービスセンターにて「第８回事業団

デイ☆フェスタ」を開催いたしました。今年度は三世代交流文化祭をテー

マに掲げ、幼児～小学生向けの参加体験型のプログラムを中心に企画し、

たこ焼き作り、絵手紙作り、化学実験など、全部で９つの体験プログラム

を子どもたちに体験していただきました。晴天に恵まれ、子どもたちをは

じめ、200人以上の方にご参加いただき大盛況のうちに閉幕となりまし

た。行事の開催に際し、地域の皆様をはじめ、たくさんの方にご協力いた

だきました。厚くお礼申し上げます。 

いきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせいきいきとした毎日を！筋力向上トレーニングのお知らせ    ほっとほっとほっとほっと情報情報情報情報①①①①    

 平成２６年１０月１６日（木）、１７日（金）に大津プリンスホテルで全

国社会福祉事業団協議会が開催した第４８回全国社会福祉事業団大会におい

て、職員永年勤続者の表彰が行われ、当法人より１５名の永年勤続職員が表

彰を受けました。大会当日はケアハイツいたみの友金泰江看護師が近畿ブ

ロックの代表として表彰状を受領し、受賞者を代表してあいさつを行いまし

た。 

 また、平成２６年１１月１４日（金）に三田市で開かれた第６３回兵庫県

社会福祉大会においては、永年にわたる社会福祉発展への功労が認められた

当法人職員４７名が兵庫県知事より表彰を受けました。 

 当日は兵庫県のホームヘルパー功労者を代表し、伊丹市訪問介護事業所の

藤原節子ヘルパーが壇上に上がり、兵庫県井戸敏三知事より表彰状を受領し

ました。 

 今回表彰を頂きました職員一同、今後も福祉の向上に貢献できるよう職務

に励み、自己研さんを重ねていく決意を新たにしております。これからも伊

丹市社会福祉事業団は、福祉の発展に寄与できる人材の育成と輩出に努めて

まいります。 

■社会福祉施設関係功労者（優良施設職員）（30名） 

（社会福祉施設の業務に20年以上勤務する職員で、特にすぐれた功績のあった者） 

（☆印はこの度、全事協職員永年勤続者としても表彰された15名） 

下之園 弥里 ケアハイツいたみ 

小西 千鶴 ケアハイツいたみ 

友金 泰江☆ ケアハイツいたみ 

池内 玲子 松風園・桃寿園 

森 理恵 ケアハイツいたみ 

松尾 知栄子 サポートテラス昆陽東 

森 英児 伊丹市訪問介護事業所 

宇谷 こずえ 松風園・桃寿園 

米花 伸子 総務課 

鳥山 真由美☆ 
伊丹市訪問看護ステーション 

山邊 尚恵☆ ケアハイツいたみ 

徳弘 直子☆ 
小規模多機能居宅介護さくら 

水嶋 華恵☆ ケアハイツいたみ 

藤田 みずほ☆ ケアハイツいたみ 

竹村 幸子☆ 松風園・桃寿園 

奥平 篤史☆ 

老人ホームショートステイ事業所 

藤原 恵子☆ ケアハイツいたみ 

埴岡 洋子 
伊丹市南野居宅介護支援事業所 

浜野 恵子 
伊丹市中央居宅介護支援事業所 

友澤 良介 伊丹東有岡ワークハウス 

鳥居 靖子 
小規模多機能居宅介護さくら 

岸部 英樹☆ 総務課 

勝山 伸吾☆ 伊丹市訪問介護事業所 

池田 昌弘☆ 
伊丹南野デイサービスセンター 

福富 静枝☆ 
伊丹南野デイサービスセンター 

竹村 孝明☆ ケアハイツいたみ 

黒岩 美奈子 
伊丹市訪問看護ステーション 

大庭 久美子☆ 松風園・桃寿園 

薗田 希久子 伊丹市訪問介護事業所 

竹中 恵子 伊丹市訪問介護事業所 

（ホームヘルパーの業務に20年以上従事し、特にすぐれた功績のあった者） 

■ホームヘルパー功労者（5名） 

 

藤原  節子 伊丹市訪問介護事業所 

徳丸 早智子 伊丹市訪問介護事業所 

山口  さとみ 伊丹市訪問介護事業所 

安部  佳子 伊丹市訪問介護事業所 

沖田  ひで子 伊丹市訪問介護事業所 

池田 陽子 ケアハイツいたみ 

新宅 穂津美 松風園・桃寿園 

寺井 淳子 
伊丹市訪問看護ステーション 

小西 真美 

老人ホームショートステイ事業所 

下塩見 洋子 
伊丹荒牧デイサービスセンター 

難波 由加利 
伊丹市訪問看護ステーション 

溝口 久代 
伊丹市訪問看護ステーション 

住田 麗子 
伊丹市訪問看護ステーション 

田代 佐代子 
伊丹市訪問看護ステーション 

高橋 照子 
伊丹市訪問看護ステーション 

新屋 かおり 
伊丹市訪問看護ステーション 

北村 利子 
伊丹荒牧デイサービスセンター 

■社会福祉関係功労者（介護職員・看護師）（12名）  

（社会福祉施設の介護職員、看護師として15年以上勤務する職員で、特にすぐれた功績のあった者） 

○兵庫県知事表彰者・全事協職員永年勤続者一覧○○兵庫県知事表彰者・全事協職員永年勤続者一覧○○兵庫県知事表彰者・全事協職員永年勤続者一覧○○兵庫県知事表彰者・全事協職員永年勤続者一覧○    

姫路セントラルパーク 

 黒田官兵衛 

大河ドラマ館 

京都・智恩寺 

切戸の文殊堂 

●●●●参加費：１,８００円（全１２回分 傷害保険料込） 

●●●●対 象：伊丹市内在住の６５歳以上の方（ただし「要支援」「要介護」といった介護認定を受けて 

     いる方を除く）※チェックリストにお答えいただき、その結果をもとに参加決定結果をもとに参加決定結果をもとに参加決定結果をもとに参加決定となります。となります。となります。となります。    

●●●●持ち物など：動きやすい服装で、靴、飲み物、タオルをご持参ください。 

●●●●内 容：運動指導員による体操と歯科衛生士による口腔ケア講座（初回と最終日は体力測定を実施します） 

●●●●日 時：１月９日（金）～３月２７日（金）毎週金曜日全１２回 ※予備日３月３０日（月） 

     １０：００～１１：３０※初回と最終回は９：３０～１１：３０※初回と最終回は９：３０～１１：３０※初回と最終回は９：３０～１１：３０※初回と最終回は９：３０～１１：３０ 

●●●●会 場：ラスタホール２階 多目的ホール ●●●●定 員：１５名（定員になり次第、締め切り） 

●●●●お申し込み：℡７７３－６０５５（定休：月火祝） 南野介護支援センター（担当：山内）    

参 

加 

者 

募 

集 

●●●●内 容：運動指導員による体操など（初回と最終日は体力測定を実施します） 

●●●●日 時：１月７日（水）～３月２５日（水）毎週水曜日 全１２回 ※予備日３月２６日（木） 

     １４：００～１５：３０ 

●●●●会 場：ことば蔵 地下１階 多目的室１ ●●●●定 員：２０名（定員になり次第、締め切り） 

●●●●お申し込み：℡７７５－３７２１（定休：土日祝）中央介護支援センター（担当：岸）    

 体力・筋力・反射神経は身体を動かさなければ、低下してしまいます。いきいきとした毎日を 

目指して、一緒に身体を動かしてみませんか？ ご参加お待ちしております。 

南野介護支援南野介護支援南野介護支援南野介護支援    

センターセンターセンターセンター 

中央介護支援中央介護支援中央介護支援中央介護支援    

センターセンターセンターセンター 


