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●●●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●●●

11月14日（土）
１０：００～１５：００
平成２６年８月
２ ３ 日 （ 土 曜 日（伊丹中央デイサービスセンター）
）１８：００～２１：００
「事業団☆デイフェスタ」を今年も開催します！

ほっとメール
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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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昨年⼤盛況となりまし たキッズ体験ワー クショップにおい て⼦どもたちが興味や関⼼の

ほっと事業報告① 勤務形態に配 慮した障がい者雇用制度スタート
ほっと事業報告② デイサービス センター 秋の日帰りバスツアー紹介
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サポートテラ ス昆陽東「学びテラス」ご案内
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あることについ て体験するなかで、「⽣きる⼒」をはぐくむとともに、⼦どもから⼤⼈までさま
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「第９回事業 団デイフェスタ」ご案内
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求人情報

P４

ざまな年齢の⽅々と交流の機会を提供するイベントです。
お⼦様、お孫様とお誘い合わせの上、是非お越しください。

ポイントラリー開催！！
ワークショップ

・たこ焼きづくり

・焼きそばづくり

・たこせんづくり

・化学実験

・おはなしきけるかな

・バターづくり

・絵手紙づくり

・看護師さんのお仕事

・わたがしづくり

たくさんのワークショップをまわって
ポイントをゲット！！
あつめたポイントでお買い物を
しよう！

○主催：第９回事業団デイ☆フェスタ実行委員会／○後援：伊丹市
○協力：行基町北自治会
○お問い合わせ：伊丹中央デイサービスセンター
伊丹市行基町１丁目９８番地
電話０７２－７７５－２８８４
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地域の皆様とともに歩む社会福祉法人です。地域の豊かな未来のために、ともに働く仲間を募集しています。
①介護老人保健施設
介護老人保健施設 ケアハイツいたみ (伊丹市中野西1
(伊丹市中野西1 -141）
141 ）

①

②

②特別養護老人
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 桃 寿 園

(伊丹市昆陽池1
(伊丹市昆陽池1-105）
105）

③小規模多機能居宅介護
小規模多機能居宅介護 さ く ら

（ 伊丹市中野西1
伊丹市中野西1 -141）
141 ）

③

■契約職員（
契約職員（フルタイム）
フルタイム）を募集しています
募集しています
●勤務地●①②③●資格●介護職員初任者（ヘルパー２級）以上●勤務日●シフトによる週５日●時間●9：00～17：30（休憩
45分含）他、早出・遅出あり●給与●日額7,310円～／夜勤１回につき16,620円～（月収例：日勤15 回＋夜勤5回＝192,75 0円
～）※別途通勤手当、年末年始手当、時間外手当、処遇改善加算あり（年収240～300万程度）●賞与●日額最高40日分（勤
務日数により変動）●その他●社会保険完備、夏季休暇・有給休暇・特別休暇あり、福利厚生制度あり、各種資格取得助成制
度あり、正規職員登用制度あり

※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
面接日をお知らせします。電話０７２
電話０７２ｰ
０７２ｰ７８４ｰ
７８４ｰ９９８７

ほっとな
ほっとな１枚
【新しく働く仲間を迎えました】
事業団ではこの秋、 障がいのある 方が働き易い
よう勤務形態に配慮 した雇用制度を 新たにスター
トさせました。伊丹東 有岡ワークハ ウスの元利用
者二人が１０月１ 日付で採用と なり、老人ホーム
桃寿園・松風園で介護 補助の業務に 配属されまし
た。事業団で共に働く 仲間として歓 迎するととも
に、毎日真面目に・熱心に 作業される 二人がこれ
からも長く働き続け られるよう支え ていきたいと
思います。

受付：
受付：月～金曜日の
金曜日の９ ：００～
００～１７：
１７：３０（
３０（祝日を
祝日を除く） 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 総務課
2015年（平成
2015年（平成27
年（平成27年）
27年） １1
１1月発行
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地域に貢献できる社会福祉法人を目指して
ーー勤務形態に配慮した障がい者雇用制度スタートーー

ほっと事業報告
ほっと事業報告①
事業報告①

伊丹市社会福祉事業団ではこの度、障がいのある方の就労の受け皿の一つとなる、勤務形態に配慮した新たな
雇用制度をスタートいたしました。
これまでも当法人は「伊丹東有岡ワークハウス」、「サポートテラス昆陽東」の事業所運営を通じて障がいの
ある方の就労支援事業に取り組んでまいりましたが、この度、法人内に障がいのある方にも就労して頂きやすい
短時間勤務の介護補助という職種を新たに用意し、１０月より２名を老人ホーム桃寿園・松風園で採用いたしま
した。二人は「伊丹東有岡ワークハウス」に通所し、就労に必要な知識と能力向上の訓練を受けられた元利用者
です。現在はワークハウスから職場定着のためのフォローアップを継続的に受けながら業務についています。
平成３０年からは事業所に精神疾患を持つ障がい者の雇用が義務付けられますが、民間企業における障がい者
雇用者数全体のうち、精神疾患を持つ障がい者の占める割合は現在約6.4％（「平成26年 障害者雇用状況の集
計結果」厚生労働省）と、まだまだ働く機会が少ないのが現状です。そのようななか、主に精神障がいを持つ方
のための就労支援事業所を運営する法人として、率先して利用者の方の就労機会を作ることは、社会福祉法人と
して地域社会に貢献する実践の一つとなると考えています。
これからもワークハウスと老人ホームが連携し、二人の職場定着を支援していくとともに、今後はより多くの
方に就労機会を保障できるよう法人としての取り組みを模索してまいります。

ほっとメール

第1１4号

ほっと事業報告
ほっと事業報告②
事業報告②

（3）

デイサービスセンター 秋の日帰りバスツアー
日帰りバスツアー紹介
りバスツアー紹介

「食欲の秋」、「紅葉の秋」、「事業団バスツアーの秋」がやってまいりました。車いす対応のリフトバスに
乗ってご家族様もご一緒に参加して頂ける大好評のデイサービスセンターバスツアーは、ボランティアさんにも
参加して頂くことで介護のマンパワーを確保し、食事もお粥やきざみ食など利用者様に応じて準備させて頂く
等、利用者様に安全・安心に楽しんで頂ける日帰り旅行です。
さて、今年はどんな旅になりますでしょうか？ 各デイサービスセンターのツアー内容をご紹介いたします。
事業所名・日時

ツアー内容

伊丹中央デイサービスセンター 海遊館とホテルランチツアー
１０月１９日（月） 済 （堺市役所展望台→「ホテルシーガル
参加者２８名
てんぽーざん大阪 」ホテルランチ→
（利用者様１３名、ご家族様３
「海遊館」見学→「天保山マーケット
名、職員・ボランティア１１名） プレイス」お買い物）

ケアハイツいたみ
通所リハビリテーション
１０月２０日（火） 済
参加者２７名
（利用者様１３名
職員・ボランティア１４名）

淡路島とうず潮見学
「日本丸」乗船・うず潮見学→「海の幸
しゃぶしゃぶ」→「薫寿堂」お香の工場
見学＆お香作り

新規採用者の
新規採用者の声
Ｈさん（４０歳）
Ｋさん（５０歳）

桃寿園デイサービスセンター
１１月１９日（木）

淡路島ツアー
国営明石海峡公園→ウエスティンホテル淡路にて昼食→
「薫寿堂」お香の工場見学・.お買い物→「たこせんべいの里」お買い物

伊丹南野デイサービスセンター
１１月２４日（火）

天橋立と秋の味覚満喫の旅
（智恩寺文殊堂見学→天橋立と日本庭園を眺めながら
天橋立大丸シーサイドセンター「ズワイがに御膳」もしくは「松茸御膳）

伊丹荒牧デイサービスセンター
１１月２５日（水）

丹波・篠山秋の味覚ツアー
（立杭焼き絵付け体験→松茸御膳→「お菓子の里丹波」
散策・お買い物→「めんたいパーク神戸三田」見学）

「作業は二人一緒にすることが多いです。
「ワークハウスに７年通所してました。就職は久しぶり
時間があるときは、機械室や更衣室の掃 除もします。
です。作業はルーティンメニューに従って、トイレや
ワークハウスに通って６年目で、いろいろ就職先を探し
ポータブルトイレの掃除、職員室・エレベーターの掃除
ていた時に、園長から面接を受けてみないかと声をかけ
をしてます。働き始めは『疲れたなぁ』と思っていたけ
てもらいました。思ってたより体力がいるので、始めは
ど、最近はその疲れが心地よくなってきました。夜に
きついなと思ったけど、毎日時間が経つのが早くて順調
ぐっすり眠れる心地よい疲れです。老人ホームには温か
だと思います。仕事にも慣れてきて、今後やっていけそ
く迎えて頂いて、自分的には就職してよかったと思いま
うな自信が出てきました。職場は担当職員がいて、指示
す。ワークハウスの後輩達にも頑張って続いて欲しいと
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や情報をくれる窓口が決まっているので、仕事がし易い

公開ミニ
公開ミニ講座
ミニ講座「
講座 「学びテラス」
びテラス」のご案内
のご案内

思います。これからは長く続けることを目標に、無理せ
です。ワークハウスの後輩達には、みんな可能性がある

日頃の生活に、学びを加えてみませんか？ サポートテラス昆陽東が障がいをお持ちの方々の役立つ情報・お得
ずやっていきたいです。」
ということを伝えたい。今後はできるだけ長く続けてい

な情報等を提供するとともに、その情報をもとに様々なことを学んでいただきます。講座終了後は会場を開放しま
きたいです。」

すので、出会った仲間と語り合い、みんなで楽しく学びましょう！

受入施設の
受入施設の声
老人ホーム 池内園長
「人の多い職場なので、他職種の職員と連携しながら気持ちよくお仕事してもらえる職場環境にしていきたいと思い
ます。二人には疲れないように配慮することで、長く勤めてもらい、継続した雇用を続けていきたいと思っていま
す。」
老人ホーム 竹村介護担当主査
「二人がまじめに熱心に取り組む姿はとてもいい刺激になっています。障がいのある方について理解を深める大変貴
重な機会にもなりました。二人とも期待以上の仕事をしていて、本当にありがたく思っています。どうか末永くよろ
しくお願いします。」

第 １ 回
日 時
場 所：
講 師：
対象者：

消費者トラブル防止講座「賢く使おうネットとスマホ」
平成２７年１１月２０日（金）１３：３０～１６：００

サポートテラス昆陽東 作業室
伊丹市立消費生活センター、ＮＰＯ法人 Ｃ・キッズ・ネットワーク
①サポートテラス昆陽東及び伊丹東有岡ワークハウス、また他の作業所を利用中の方
②作業所利用を考えている在宅の精神保健福祉手帳または自立支援医療受給者証をお持ちの方
③自力で通うことができる方
④その他地域住民や関係者
参加費：
無料
お申し込み：参加を希望される方は、事前にサポートテラス昆陽東までお申し込みください。
サポートテラス昆陽東 電話０７２－７７３－４１１５

