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さしのべる 手にあたたかい おもいやり

社協やいづ

ページにて最新の情報を掲載し
ています。ぜひご覧ください。
【開設式 ボランティアスタッフ紹介の様子】

「きらり」開設

義援金等については本会ホーム

メンタルヘルスサロン

物資・ボランティア活動の受入・

9

日（土）精神保健福祉ボラ

東日本大震災の

4

月

ンティアグループ「きらり」が、心

に病をお持ちの方のいこいと交流の

場として、サロンを立ち上げました。

ボランティアのメンバーは、社協主

き
○
ら
○

催の精神保健福祉ボランティア養成講
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人 で 構 成 さ れ、「

人、ボ

ようしていただく」いう意味

り
○

座の受講生

くに

開設したこの日は、利用者
8

号

平成23年5月19日

を込めて、「きらり」と名付けました。

25

人、 ご 家 族 や 民 生 委 員

対象者：心に病を持ち社会復帰をめ
ざしている方で、自分で会
場まで来られる方
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人の参加でし

参加費：100円（お茶代等）

ランティア

所：大井川福祉センター

な ど、 合 わ せ て 総 勢

場

た。開設式の後は、ダーツなどのレク

時：毎月第2土曜日
13：30 ～ 15：30

リエーションやお茶を飲みながらのお

日

しゃべりを楽しみました。

メンタルヘルスサロン「きらり」
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＜本 所＞
〒425−0088 焼津市大覚寺630
TEL 621−2941／FAX 626−0573
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp
次回の発行は…7月21日
（木）

＜大井川支所＞
〒421−0205 焼津市宗高572−1
TEL 662−0610／FAX 662−0034
メール oigawa-syakyo@ka.tnc.ne.jp

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

事 業 計 画

平成 23年度

今年も地域の皆様とともに、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、5項目の目標を
あげて事業に取り組んでまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

重点目標

●地域福祉活動計画策定の推進

●市民参加による地域福祉活動の推進

●在宅福祉サービス活動の推進

●ボランティア活動と福祉教育活動の推進

●総合福祉会館・大井川福祉センターを拠点とした福祉活動の推進

予
支

出

一般会計

法人運営事業
65,923 千円
調査啓発事業
4,306 千円
企画助成事業
5,681 千円
地域福祉推進事業 7,238 千円
ボランティア活動事業 8,167 千円
共同募金配分金事業
27,185 千円

相談事業・援護事業の推進

受託金収入
69,788 千円

ふれあいネット活動の充実
ミニデイサービス活動の支援
地域福祉推進地区の活動支援
日常生活自立支援事業の広報・啓発と利用促進
共同募金運動（赤い羽根・歳末たすけあい）への協力
地域福祉活動計画の策定 など

心配ごと・結婚相談等の実施
貸付事業の実施
援護事業（火事見舞い等）の実施

など

障害者・児童・母子福祉活動の推進
福祉関係団体への活動援助
ハンディキャブ車両貸出事業の受託
広報やいづ「点字・声の広報」発行事業の受託
放課後児童クラブ事業の受託（大富小学区）など

在宅福祉の充実・高齢者福祉活動の推進
介護保険事業の実施
障害者自立支援制度事業の実施
障害者訪問入浴サービス事業の受託
地域包括支援センター事業の受託
生きがい活動支援通所事業の受託
福祉老人センターの管理・経営 など

調査研究・啓発活動の充実
広報紙「社協やいづ」・「社協つうしん」の発行
焼津市社会福祉大会の開催
ふれあい広場・ほほえみ夏祭りの開催 など

福祉老人センター事業
25,391 千円

出

収

354,350千円

居宅介護等事業
28,841 千円

自立支援費等収入
17,489 千円
利用料収入
258 千円
雑収入
2,503 千円
受取利息配当金収入
2,001 千円
会計単位間繰入金収入 3,505 千円
経理区分間繰入金収入 16,119 千円
前年度繰越金収入
400 千円

老人デイサービスセンター事業
44,826 千円
移動支援事業
689 千円
放課後児童クラブ事業 6,921 千円
施設整備等支出
439 千円
財務支出
14,887 千円
予備費
500 千円

支

出

特別会計
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11月 社協やいづ第138号発行
1月

社協やいづ第137号発行

3月

災害時VC養成講座
社協やいづ第139号発行

社協やいづ第140号発行
＊その他、
行事等は『社協やいづ』で募集します

※毎月第2木曜日13：30～ ボランティア勉強会（奇数月：総合福祉会館／偶数月：大井川福祉センター）
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出

収

入

179,283 千円

事業収入
介護保険収入

15 千円
11,595 千円

雑収入
104 千円
受取利息配当金収入
5 千円

普通会費

一世帯年額 400円

特別会費

一口

1,000円

福祉団体
施設会費

一口

2,000円

社協会費 のお願い

12月 歳末たすけあい運動
企業の社会貢献活動研究会（メッセージ講演会）

8
9月

地域包括支援センター事業
62,191 千円

支

167,564 千円

社会福祉協議会（社協）
は、「 誰 も が 安 心 し て 暮
らせるまちづくり」をめ
ざし、地域福祉推進委員
会等をはじめとする市民
の皆様とともに地域福
祉・在宅福祉の向上に取
り組んでおります。
その財源は、主に介護
保険事業収入や行政から
の補助金、共同募金配分
金、寄附金、そして会費
で賄われています。
会費は本会の事業推進
に大変貴重なものである
とともに、会費を納入す
ることによって市民のみ
なさんに社会福祉事業に
参加していただくという
意味があります。
どうぞ社協の趣旨、目
的をご理
解いただ
き、ご協
力をよろ
しくお願
いいたし
ます。

ふれあいキャンプ
月 ふくしのススメ
ほほえみ夏祭り

入

受託金収入
大井川福祉センター事業
44,615 千円

赤い羽根共同募金運動
月 焼津市社会福祉大会
福祉まつりふれあい広場
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みんなで野良菜園さつまいも手入れ会
社協やいづ第136号発行

収

総合福祉会館事業 72,477 千円

みんなで野良菜園さつまいも開園式
月
であいdeパーティー

7月

負担金収入
9,167 千円

老人居宅介護等事業
45,950 千円

総合福祉会館・大井川福祉センターの管理・経営

イベント・講座などの行事予定
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事業収入
2,304 千円

共同募金配分金収入
25,785 千円
介護保険収入
126,978 千円

財政基盤の安定強化

社協やいづ第135号発行
月
ふれあいツアー

21,110 千円
4,105 千円
52,338 千円

貸付事業等収入
500 千円

入

居宅介護支援事業
38,779 千円

ボランティア活動の振興育成・福祉教育活動の推進
ボランティア活動参加者の拡大及び連絡調整
各種ボランティア講座の開催
福祉教育実践指定校の活動援助 など

支

高齢者生きがい活動
支援通所事業
28,127 千円

入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

資金貸付金事業
500 千円

地域福祉の充実強化と活動推進

収

算

2

参加者募集中 !
芋ほり・ 第９期 み〜んなで野良菜園（やらざあえん）
焼き芋
ー
の
パーティ

さつまいも 栽培

ハンディのある人もない人も、子
どもからお年寄りまで、誰もが、自
然と仲間と親しみながら作物の栽培
をする。… それが、野良菜園 …
植え付けから収穫まで、みんなで
楽しく体験しませんか
と

き

各回とも10：00 ～ 11：30頃の予定

昨年の様子より

お申込み

・手入れ会
・収穫祭と閉園式

※生育状況や天候により、日程の変更があります。

会

場

対

象

サッポロビール㈱静岡工場
ビオトープ園内
未就学児とその保護者20組 60人
（1世帯3人まで、就学の兄弟1人まで参加可）

参加費

1世帯500円
※収穫祭時の昼食代は実費、または持参

であいde パーティー開催!
ステキなであいをみつけてみませんか?
日

時

6 月 25 日（土）
14：00 ～ 17：00

会

場

ゲストハウス『リッチモンド』

参加資格

結婚を真剣に考えている 40 歳から
60 歳までの独身の方

定

男女各 15 人

員

※応募者多数の場合は調整あり

会

費

申込期限
申込方法

2,500 円
6 月 1 日（水）〜 10 日（金）
申込書を社協へ提出（郵送・FAX 可）
※申込書は社協窓口またはホームページよ
りダウンロードできます

お申込み・お問合せ先
本
所 TEL 621−2941
FAX 626−0573

中高生を対象に、障害があるなしにかか
わらず交流を深めるキャンプです。
同年代の仲間として、互いに共感しあう
気持ちを育もう!!
【対

象】市内在住または、通学している
中学生・高校生
【日 程】8月16日（火）～17日（水）1泊2日
事前・事後研修があります
【会 場】焼津青少年の家ほか
【参加費】3,000円

ふれあいキャンプ参加者募集

6月18日（土）
7月23日（土）
10月29日（土）

・開園式と植え付け

6月1日より先着順で受付
地域福祉係 TEL 621-2941

ふれあいキャンプ

ボランティアスタッフ募集!!
ふれあいキャンプをお手伝いしていただくボラ
ンティアスタッフを募集します。主な役割は、参
加者のお兄さん・お姉さん役とし
ていろいろな面でサポートをお願
いします。
一緒に交流を深めましょう！
【対 象】18歳以上（高校生不可）
【その他】キャンプ当日のみの参加も大歓迎です。
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東日本大震災

災害支援活動の報告

「東日本大震災」
災害ボランティアセンターでの活動報告
総務課地域福祉係

豊泉 和也

全国各市区町村にある社会福祉協議会は、災害時に
おける対応として、被災世帯に対する生活福祉資金・
緊急小口資金の貸付業務（生活費などの支援）や、各
地からかけつけてくるボランティアと被災者ニーズの
調整をし、ボランティア活動につなげる「災害ボラン
ティアセンター」を立ち上げる役割があります。今回、
被災地である岩手県社協等の要請により、静岡県社協
は宮古市に開設された「災害ボランティアセンター」
の運営支援や生活福祉資金の貸付業務を行うため、静
岡県チームとして、県社協、市町社協職員を現地に派
遣しました。その一員として私は、4月2日～ 4月8日
の7日間、主に「災害ボランティアセンター」の運営
に携わりました。
私が宮古市に入ったときには、震災発生から3週間
が過ぎており、津波の直撃を受けた地区は瓦礫であふ
れ、震災のすさまじさが未だに残っていました。ただ
少しずつ復興にむけて動いていると感じました。
宮古市社協では、「災害ボランティアセンター」が災
害後2日で立ち上がり、交通事情などから発災直後は

ご存知ですか?

あじさいの会
あじさいの会は70歳以上の独居の方を対象に、
月１回公民館で会食を行っています。一人暮らし
の方は温かい手料理を食べる機会が少なくなりが
ちですが、あじさいの会では四季折々の温かい手
料理を会食形式で楽しく召し上がっていただいて
います。
今年で活動30年目を迎える大変歴史のあるあ
じさいの会ですが、今年度から大井川地区でも毎
月第二木曜日に開催されることになりました。ボ
ランティア・利用者さんともにまだ募集しており
ますので、興味のある方は焼津市社会福祉協議会
までお気軽にお問い合わせください。

市内に限ってボランティア募集が行われていました。
日々活動してくださる人数も増えていき、私が活動す
る頃には、毎日100人以上のボランティアによる、物
資仕分けや避難所の支援、瓦礫撤去、食糧配達などの
活動が中心となっていました。
今回、私が宮古市社協の災害支援活動に参加し、強
く感じたことは大きく2つあります。
1つ目は、支援ボランティアとして被災地に行くの
であれば、被災地に負担をかけないよう、宿泊・食事・
健康管理・ボランティア天災プランの保険加入なども
含めた自己完結型でいくことを徹底することです。
2つ目は、今回の経験を焼津市でも改めて災害時の
備えとして、生かしていくことです。これはハード面
だけではなく、発災してから一刻でも早く立ち上がる
ための人と人との連携・体制づくりです。焼津市には、
ボランティアと被災者ニーズの調整を行う「災害時ボ
ランティアコーディネーター」というボランティア団
体があります。社協としては、今回のことを踏まえ、
行政や災害時ボランティアコーディネーターなどと連
携しながら、今後発生が予想される東海地震に備えて
いく必要があると考えます。
焼津市社会福祉協議会では、今後も職員派遣を行い、
被災地の復興支援に協力していきます。

報告します!

ウェルシップ映画会
3月29日（火）、総合福祉会館でウェル
シップ映画会を開催しました。アニメ『怪
盗グルーの月泥棒』を午前・午後で、２
回上映したところ450人の方にお越しい
ただき、その際、使用済み切手や書き損
じハガキをお持ちいただきました。
また、今回は東日本大震災の義援金を
募ったところ、多くの皆様にご支援をい
ただきました。皆様の温かい善意は共同
募金委員会をとおし、被災地の復興に役
立てられます。
ご協力ありがとうございました。

Film (C) 2010 Universal Studios. All Rights Reserved. Artwork (C)2011 Universal Studios.
All Rights Reserved.
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たくさんの善意を ありがとうございました
みなさまから寄せられた寄附金は、
焼津市の福祉の充実のために活用いたします。

敬称略、
順不同
（平成23年3月1日～平成23年4月30日）

静岡銀行焼津黒潮会、
フランス総合医療㈱、
コープしずおか焼津店虹のまつり実行委員会、
田子重㈱田尻店、豊田地区民生委員児童委員協議会、
さくらい、
ピアゴ大覚寺店お客様、
士、
寺岡はな、増田亀夫、上新田第2・3町内会見守り員、
飯淵不動山、宗高民生委員、○

矢部栄之、見崎平八、総合福祉会館募金箱、田尻中老人会、
四ノ宮政代、
大井川舞の会、
ほほえみ号利用者団体の会、鶯友会、匿名3名

大井川舞の会様より

●寄附金でのご協力

●物品でのご協力
野口幸助、焼津幼稚園、海野曻、㈱ミヤギコーポレーション、
日比谷総合設備㈱静岡営業所、
ももかあさん、杉本すづ代、鈴木敏子、総合福祉会館映画会来館者、
焼津市役所
（環境衛生課・生活安全課・地域福祉課）
、
角田晶子、㈱日宏食品、梯紀子、大場敏子、焼津市ボランティア連絡協議会、
田中眞理子、
匿名
タオル、使用済みテレフォンカード、鯉のぼり
物品内容…使用済み切手、書き損じハガキ、プルタブ、毛糸、

【東日本大震災】
●義援金
（本会受付分：平成23年4月28日現在） 156件

4,296,298円
甲賀病院様より

大富地区の民生委員児
童委員の皆さんが、焼津
駅・西焼津駅構内で募金
活動を行い、義援金とし
ていただきました。
※本会で受付けました義援金は静岡県共同募金会へ全額送金しています

相談室のご案内（祝日を除く）
【本

所】
＊心配ごと相談：第1・3・5木曜

＊結婚相談：第1・3金曜（ともに9：00～15：00）

＊ふくしなんでも相談：毎週月曜～金曜（9：00～16：00）、TEL626－0555
【大井川支所】
＊心配ごと相談：第2・4木曜
＊結婚相談：第2・4土曜（ともに13：00～15：30）、TEL662－0610
【お知らせ】結婚相談は、平成23年度をもって終了させていただきます。ご了承ください。
今後は、出会いパーティーを継続実施していきます。

※広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。
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