
福井市の総人口 270,687 人　高齢者（65歳以上）人口 60,765人　高齢化率 22.45％  （平成20年5月1日現在）

法律相談

ボランティア相談

ボランティアの交流の場

ピアカウンセリング

高齢者等財産管理相談

福井市介護者のつどい福井市介護者のつどい福井市介護者のつどい福井市介護者のつどい
参加者募集のお知らせ

補助指導員募集のお知らせ補助指導員募集のお知らせ補助指導員募集のお知らせ補助指導員募集のお知らせ

いつも温かいご支援を
ありがとうございます！！

　市社協では快気祝いや香典返しなど、善意のご寄付を
お待ちしています。およせいただいたご寄付は、ボラン
ティア活動の推進や、各種社会福祉事業などに活用させ
ていただきます。皆さまの温かいご支援をお願い申し上げ
ます。

毎週月曜日から金曜日
（祝祭日を除く）
市ボランティアセンター

同じ障害を持った方による相談です。
相談場所・時間等はご希望に応じます。
【申し込み】市障害者生活支援センター ＴＥＬ：２７ｰ０６０１

【日時】 ７月1日（火） １３時～１６時
８月５日（火） １３時～１６時
９月２日（火） １３時～１６時　

【会場】 市社協専門相談室（面談のみ  予約不要）

【日時】 ６月２４日（火）  【会場】 市社協専門相談室
【予約方法】当日９時～１２時までに
　　　　　電話予約必要  先着８名
予約専用電話　ＴＥＬ：２７ｰ０６００
　　　　　　　市社協　法律相談係まで

　子育てひろばは、子育て家族の憩いの場、遊び場として
市内の児童館で開催しています。

【場所】 福井市内の児童館
【日時】 毎週木曜日10時～11時30分

【問い合わせ】 市社協　在宅福祉課  児童館専用
TEL：26ｰ2005

【日　　時】 ７月  1日（火）
7月  ２日（水）
7月１７日（木）
7月１８日（金） 
各１０時～１６時

小学校の夏休み期間中、児童館に勤務する補助指導員を募集します。

【会　　場】 すかっとランド九頭竜 （天菅生町3ｰ10  TEL：59ｰ1188）
【内　　容】 介護者同士の話し合い・介護講習会等
【参加対象者】 要介護１～５の要介護者を在宅で介護している方
【定　　員】 各回４０名
【参 加 料】 ひとり５００円（昼食付）
【申込方法】 市長寿福祉課･介護保険課･総合支所

地域包括支援センター、各公民館、市社協に備え付けの
申込書で市社協までお申し込みください

【締　　切】 ６月２５日（水）必着
【問い合わせ】 ●市社協　地域福祉課　ＴＥＬ：26ｰ1853

●市役所　長寿福祉課　ＴＥＬ：20ｰ5400

補助指導員
児童の健全育成及び生活指導
つばき児童館 種池２丁目３０９ ＴＥＬ：３３ｰ０６４５
あじさい児童館 足羽１丁目１５ｰ２５ ＴＥＬ：３３ｰ０６４３
もみじ児童館 新保１丁目９２０ ＴＥＬ：５２ｰ３１４６
あさがお児童館 浅水町１０７ｰ12ｰ1 ＴＥＬ：３９ｰ１６０７
たんぽぽ児童館 和田１丁目７ｰ２６ ＴＥＬ：３０ｰ０３３５
くるみ児童館 若杉４丁目２１０２ ＴＥＬ：３５ｰ８０２０
たけのこ児童館 砂子坂町５ｰ５８ ＴＥＬ：８３ｰ１６５１
さくらんぼ児童館 林町４８ｰ２５  ＴＥＬ：５２ｰ１５６１
つばき児童館 ２名 あじさい児童館 ２名　　　　　
もみじ児童館 １名 たんぽぽ児童館 ３名
あさがお児童館 ２名 くるみ児童館 １名
たけのこ児童館 ２名 さくらんぼ児童館 ３名
児童福祉への理解、知識があり、体力に自信のある方。
学生の場合は社会福祉学、教育学を専攻している者が望ましい。
＜時給＞８２０円
な　し
労災保険加入
勤務時間、雇用期間については勤務地によって異なります。
直接各児童館へお問い合わせ下さい。
直接各児童館へお申し込みください。

※途中退出可、いずれの日から1回お選びください

【日時】
６月１７日（火） １３時～１６時
６月２０日（金） １８時～２０時
７月１５日（火） １３時～１６時
【会場】市社協　小会議室　ＴＥＬ：２２ｰ００２２

７月１９日（土）   ９時～１２時
８月１９日（火） １３時～１６時
８月２２日（金） １８時～２０時
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【日時】 7月２2日（火）
【会場】 市社協　美山支所
【予約方法】７月１６日（水）、１７日（木）、

１８日（金）、２２日（火）
の９時～１２時までに電話予約必要
（いずれの相談も先着８名）

予約電話　ＴＥＬ：96ｰ4842　美山支所まで

8時30分～17時

TEL：22ｰ0022

法律相談（弁護士）と土地家屋相談（土地家屋調査士）を行います。

6月10日
から
9月9日

6月10日
から
9月9日

　祝日、学校の長期休業中はお休みです。また、その他
各児童館の都合で休みになる場合がありますので、最
寄りの児童館、または市社協へお問い合わせください。

子
育
て
ひ
ろ
ば
の
様
子

ちゅうりっぷ
児童館

【募 集 人 員】
【職 務 内 容】
【勤　務　地】

【募 集 人 数】
（予定）

【応 募 資 格】

【給　　　与】
【諸　手　当】
【福 利 厚 生】
【勤務時間・
雇用期間】

【申 し 込 み】

今日来てよかったわ。いろんな介護があるんやの～

まきやま
児童館

６月20日は、コカリナのミニコンサートを予定しています。

各種相談のご案内
みんなの思

いを

　　つない
でいます。

福井市ボラ
ンティアセ

ンター
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