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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

第

号

平成23年9月15日

今回の社協やいづには「歳末たすけあい募金」
助成金の申請書が入っています

第41回 焼津市社会福祉大会

入 場 料：無 料

どなたでも入場できます

社会福祉活動に功労のあった方々に対して表彰状・感謝状を
贈り、長年の労苦に感謝し、広く福祉への理解を深めます。

【期日】10月4日
（火）13：30開場
【会場】焼津市大井川文化会館「ミュージコ」
【式典】13：30 ～14：20

【記念講演】14：30～16：00
………講師 ピアニスト 辻井 伸行氏の母

Profile

辻井 いつ子 氏

「明るく、楽しく、
そしてあきらめない生き方」

講 師
プロフィール

1960年、東京生まれ。東京女学館短大卒業後、フリーのアナウンサーとして活躍。86年、産婦人科医の辻井孝氏
と結婚。88年に生まれた長男・伸行氏が生後まもなく全盲とわかり、絶望と不安のなか、育児書や子育てマニュア
ルが全く役に立たないところから、手探りで子育てをスタートする。
「明るく、楽しく、あきらめない」をモットーに、
持ち前のポジティブさと行動力で伸行氏を育てる。つねに子どもの可能性を信じ、よく見て、ほめる「親ばか」の子
育てで、生後8カ月で伸行氏の音楽の才能を見つけ、プロのピアニストへと二人三脚で歩む。その結果、2009年6月、
アメリカで開催された第13回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで、伸行氏は日本人初の優勝を果たす。
また、子育てに悩む親御さんが集まって、意見交換をするサイト「辻井いつ子の子育て広場」を開設。自分の経験
をもとに各地で講演活動も行う。著書に『今日の風、なに色？』
『のぶカンタービレ！』
、自身の経験をもとに子育て
のポイントを紹介した最新刊『親ばか力～子どもの才能を引き出す10の法則～』がある。

催】 焼津市・焼津市社会福祉協議会

【後

援】 焼津市自治会連合会・焼津市民生委員児童委員協議会・さわやかクラブやいづ連合会
焼津市ボランティア連絡協議会・焼津市身体障害者福祉協会・焼津地区保護司会

＜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…平成23年11月17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

募金運動月
間
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す
で

編集・発行／社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
ホームページ http://www.yaizu-shakyo.or.jp

10月

【主

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

運動期間 １０月１日～１２月３１日

共同募金・歳末たすけあい募金
根
羽
い
赤

にご協力をお願いします

今年も共同募金運動 ( 赤い羽根・歳末たすけあい ) が自治会役員
や民生委員児童委員の方々、そして学校や企業の皆様等にご協力
いただき展開されます。今年も皆様のかわらぬ“あたたかい”ご
理解とご協力をお願いします。

●●●

募金のつかいみち

●●●

■「赤い羽根共同募金」は、

■
「歳末たすけあい募金」は、

地域福祉の充実に活用されています!

新たな年を迎える時期において、
支援を必要とする人たちへ助成されます。

第5自治会 地
域福祉進委員
会／AED設置
◇今年度は、
自治会・町
内会からAEDの設置や、
チビッ子 広 場 の 遊 具 整
備等の申請もありました。

◇昨年度の歳末たすけあい募金「在宅助
成」は、349世帯へ、「地域助成」は、26団
体の事業に助成されました。

すぴか（障害者グループホー
ム、ケアホーム）／ 入居者主
体で開催したクリスマス会

いちご保育園／

避難車・屋外遊具
の設置

◇保育所や放課後児童ク
ラブ等 の 子どもの 施 設に
も助成されています。

◇昨年度は、この他に社協の※ 地域福祉推進事
業、ミニデイサービス、児童養護施設、そして障
害者施設等に助成されました。
※本紙や本号掲載の「ふくしのススメ」、
「あじさい
の会」、
「ふれあいキャンプ」、
そして「ほほえみ夏祭
り」も共同募金の助成により実施しています。

風の子の家
（保育園）／

子どもたちがサンタク
ロースになって地域住
民等に日頃の感謝をし
たクリスマス会

【共同募金運動に関するお問い合せ】焼津市共同募金委員会
（焼津市社協内）TEL６２１－２９４１
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★ 歳末から新年に行う福祉事業を支援します ★

「歳末たすけあい募金」
助成金事業
（地域助成）

「歳末たすけあい募金」の助成を下記に該当する団体の事
業に対し行います。要綱及び申請書は、本所・大井川支所、

空と大地と／

地域住民も参加したもちつき大会

またはホームページから取得できます。是非ご活用ください。
※
「歳末たすけあい募金」については2ページをご覧ください

対象事業

焼津市内で歳末から新年にかけて支援を必要とする市民のために行なわれる活動や催物等。
ただし、他の助成事業も受けている場合は除きます。
（実施時期：12 月～１月）

対象団体

焼津市内の地域福祉の向上のために継続的に取り組む福祉団体等（通園、通所等の施設、地
域福祉推進委員会、自治会、町内会、ボランティアグループ、小地域活動団体等）

助 成 額

1 事業につき 5 万円を限度とします。ただし、助成総額及び申請団体の助成額は、その年度
の募金額と申請団体の総額により決定します。

対象経費

対象事業を実施するために必要な経費

受付期間

平成２3 年 10 月 20 日（木）～１１月１8 日（金）

ボランティア募集!!!
あなたの生きがいづくりを
探してみませんか
会食サービス
大井川地区

あじさいの会

あじさいの
会は、70歳以
上の一人暮ら
しの方を対象
に、月 1 回、
公民館等を会
場に会食を行っています。
大井川地区では平成23年度から活動を始め、5
人の方がボランティアとして活動しています。料
理が好きな方・興味のある方は、ご協力ください。
【活動時間】毎月第2木曜日 9：00～14：00
【会 場】大井川公民館
【活動内容】一人暮らしの方との交流会食とお弁当づくり
【その他】毎月、実施前に保菌検査があります
●お問合せ・連絡先／地域福祉係 TEL 621－2941
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楽しく
学ぶ!

ふくしのススメ

家族で楽しむ

参加者募集!!

クリスマス用ミニガーデンづくり
ミニツリーやシク
ラメンを小さな鉢の
中に植え、リボンな
どでクリスマス飾り
を作ります。家族で
協力しながらオリジ
ナルミニガーデンに仕上げてみなせんか？
今年はきっと素敵なクリスマスパーティーが待
っていますよ。
【開催日】12月3日（土）9：30～11：30
【会 場】総合福祉会館 多目的ホール
【対 象】3歳～小学生と保護者のペア20組40人
【参加費】1組 1,000円
【協力団体】静岡県グリーンアドバイザー志太の会
●お申込み先／地域福祉係 TEL 621－2941

会場

点字や手話、音訳などの福祉体験
車椅子やセニアカーの試乗

★役に立つ展示

ボランティア活動 絵画作品展
ＮＰＯ・市民団体活動紹介

月

★ちびっ子の広場

日時

ミニSL乗車 金魚すくい
大学生と遊ぼう「わんぱく寺子屋」

★楽しいステージY

わんちゃんとダンス
エレキギターやオカリナ演奏
保育士さんや焼津高校書道部に
よるパフォーマンス

日

9:30〜13:30
※雨天決行

みんなでがんばろう!
の広場

（

）

東日本大震災への
理解や支援ブース

ふれあい広場での収益は、市内の地域福祉
推進のために役立てられます
●主催
焼津市「福祉を育てる市民運動」推進協議会
●お問合せ
焼津市社会福祉協議会 TEL 621−2941

第30回福祉まつり
「ふれあい広場」

1016（日）

★大震災の写真展示・
避難所体験
★防災用品の展示
★被災地授産製品の販売

障害のある人もない人も、子供からお年寄りまで多
くのみなさんが、楽しく参加してふれあうことで、福
祉への理解を深める機会になるよう開催しています。

★体験がいっぱい

福祉まつり

※駐車場には限りがございます。
公共交通機関等でのご来場にご協力ください。
大井川福祉センターから総合福祉会館まで
送迎バスを運行します。
【大井川福祉センター発】
9：00 10：00 11：00 12：00

ふれあい広場

第30回

焼津市総合福祉会館と
その周辺

フォト展作品募集

福祉まつり「ふれあい広場」第30回の記念行事として、ふれあい広場フォト展を開催します。当日の温か
いショットをお寄せ下さい。フォト展は、総合福祉会館2階福祉展示ギャラリーで行います。
テ ー マ 私のふれあい広場
募集期間 10月17日（月）〜11月4日（金）
応募方法 応募用紙に必要事項を記入して、作品を社会福祉協議会まで
お持ちいただくかお送りください。
サ イ ズ 四ツ切サイズ・ワイド四ツ切・A4サイズ
注意事項 ・ファイルのみの出展とさせていただきます、データのみの
応募は対象外となります。
・被写体が人物の場合、肖像権侵害などの責任は負いかねま
すので、必ず被写体ご本人の承諾を得て撮影・ご出展ください。
・作品の返却はいたしません。ご了承ください。
そ の 他 応募された方に記念品をご用意しております。
展示期間 11月8日（火）
〜11月30日（水）
お問合せ・ご応募先
地域福祉係 〒425-0088 焼津市大覚寺630 TEL 621-2941
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『社協職員が、各自治会（支部）の
役員会にお伺いしています。
』

社協会費へのご協力
ありがとうございます

7月から社協職員2名が各自治会（支部）役
員会の席にお伺いしています。
これは、年に1回、日頃の社協事業への協力
のお礼と社協事業の説明を行うとともに、各自
治会（支部）役員の皆様から社協事業に対する
ご質問とご意見をお聞きするために、今年度か
ら実施しているものです。
これまで、市内38自治会（支部）のうち、7
月は14の自治会（支部）、8月は9の自治会（支
部）に伺いました。
今後、9月以降も順次各自治会（支部）にお
伺いする予定ですので、各自
治会（支部）役員の皆様の
ご理解とご協力をお願いい
たします。

平成23年度の焼津市社会福祉協議会会費に
つきまして、皆さまにご支援いただきましてあ
りがとうございます。
ご支援いただきました会費につきましては、
地域福祉活動・ボランティア活動の推進に活用
させていただきます。今後も誰もが暮らしやす
い福祉のまちづくりを目指し活動しますので、
皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

平成23年9月1日現在
普通会費

一世帯
400 円

45,502 世帯
16,344,960 円

特別会費

一口
1,000 円

1,858 件
2,883,000 円

一口
2,000 円

14 施設・11 団体
353,000 円

施設団体
会費
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会費納入状況

ほほえみ夏祭り 報告

ふれあいキャンプ 報告

８月27日（土）に大井川福祉センター「ほ
ほえみ」を会場にほほえみ夏祭りが開催され
ました。
今回は、昨年度に引き続き大井川保育園児
の踊りに始まり、新たな出演として爆音戦隊
スンプレンジャーによる演奏やジャグラーポ
テによるジャグリングショーなどが行われま
した。また、焼津市青年会議所と焼津市民で
作った「やらざー盆踊り」を来場者で踊り盛り
上がりました。
最後は、抽選会が行われ、大井川福祉セ
ンター開館10周年を記念した夏の夜の楽しい
イベントとなりました。

８月１６日・１７日の１泊２日で「ふれあいキャ
ンプ」を行いました。このキャンプは、中高生
と同年代の障がいのある方とのふれあい・交流
を目的とした事業です。
今年は、２1名の参加者と１０名のボランティ
アスタッフが参加しました。１日目の焼津青少
年の家でのカヌー体験・キャンドルファイヤー、
２日目の童子沢親水公園でのバーベキューを通
し、みんなで協力してやり遂げた事で、お互い
の理解を深めました。

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。
●寄附金でのご協力

焼津高等学校生徒一同様より

敬称略、
順不同
（平成23年7月1日～平成23年8月31日）

士、
㈱東商従業員一同、
大富地区民生委員児童委員協議会、
㈱東商、
㈱コハマ、○
焼津第3地区民生委員児童委員協議会、
宇都木稔、
増田亀夫、
矢部栄之、
見崎平八、
片川和子、
女屋春子、
勝岡ビクター歌謡教室、
西川光夫、
やすもり玩具、
昭和20年度焼津南小学校卒業同窓会はたち会、
ほほえみ夏祭り実行委員会、
匿名4件
●物品でのご協力
横山功、
巻田勝彦、
鈴木藤一郎、
松永史郎、
㈱日宏食品、
あじさいの会、
㈲トランネット、
松永甲子、
焼津生活と健康を守る会、
中里中老会 納涼の夕べ、
梯紀子、
吉田百合子、
杉本広、
国際ソロプチミスト焼津、
焼津高等学校生徒一同、
小長谷笙・泰人、
坂井美代子、
焼津市身体障害者福祉協会、
清水謙太郎、
高橋秀子、
焼津市役所社会教育課、
竹内通子、
焼津市民生委員児童委員協議会、
大井川商工会青年部、
池谷あや乃、
安野敏行、
匿名8名
物品内容…書き損じハガキ、使用済み切手、お茶、エコキャップ、テレホンカード、おもちゃ、
タオル、帽子、
プルタブ、鉄道模型セット、布、毛布、
デジタルカメラ、扇風機、
そうめん・めんつゆセット、
アルミ缶

264件
5,890,006円

してます

※本会で受付けまし
た義援金は、全額、
静岡県共同募金会
へ送金しています

職員募集

）

●仕事内容
訪問介護 訪問介護を希望されている
方のお宅で介護や家事支援などをする
仕事です。
訪問入浴 訪問入浴を希望されている
方のお宅で入浴介助をする仕事です。
デイサービス 介護保険に該当しない
方を対象とした、かもめデイサービス
で運動やレクリエーションの補助をす
る仕事です。
●勤務日 週１日～（応相談）
１日 ２時間～（応相談）
●勤務地 旧焼津市内ご利用者宅または
焼津市総合福祉会館内
●資 格 ホームヘルパー２級以上
●給 与 時給１，
０３０円〜
活動費・賞与（年２回）あり
●募集人数 若干名

本会受付分：

平成23年8月31日現在

焼津福祉サービスセンター
℡６２７ ─０４１２
担当／水野・佐藤

（

詳しくはお問合せください
・
・
・
・
・
・
・
・

●義援金

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de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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〈社協やいづ〉

※ 表面で該当し、助成金を希望する方は、■ 欄を記入し申請してください。
※ 申請期限 ： 平成23年11月30日 午後 5 時まで

受付 No.

平成23年度「歳末たすけあい募金」助成金 申請書

申請日 平成 23 年
月
社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会 会長 宛
「歳末たすけあい募金」助成金事業の対象世帯に該当しますので助成を申請します。
フリガナ
申請者氏名
（世帯主）
住

所
柄

〒

年

電話番号

−

焼津市
氏

明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成

生年月日

月
−

必ず記入⇒（

名

生年月日
・

帯

・

・

構

・

・

成

・

・

等

・

・

・

・

・

・

世

・

世帯主

日
−

自治会

C該当者
年齢 職業・学校
（学年） 表面Q4のB、
障害等級や介護認定区分 卒業・入学

※いずれか1つ

チェック

平成23年度住民税課税証明書（児童・生徒を除く、世帯全員分）
平成23年度介護保険料額決定通知書(写)
平成23年度介護保険料納入通知書(写)
平成23年度介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(写)
平成23年度納入通知書（介護保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書（写）

該当区分に○をつける

母子・父子世帯

児童扶養手当証書（写）
または、
母子家庭等医療費助成受給者証（写）

B

障害児・者のいる世帯

身体障害者手帳（１、
２級）
（写）
療育手帳（A、
B）
（写）
精神障害者保健福祉手帳（１、
２級）
（写）

C

介護保険の要支援者・要介護者のいる世帯

介護保険被保険者証（写）

D

世帯全員が 65 歳以上の世帯、またはこれらに中学生までの者が加わった世帯

E

満 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯

F

上記区分に入らない世帯で支援を必要とすると認められる世帯

A

民生委員児童委員の意見書が必要です。申請書の提出先は民生委員児童委員※

※民生委員児童委員の意見を書く欄

民生委員No.

氏

名

＊この申請書に記載された個人情報や添付書類は、本事業の目的以外には使用いたしません。
（助成に必要な情報は、民生
委員児童委員に伝える場合もありますのでご承知おきください）
＊審査結果の可否に関わらず、申請にかかる提出書類取得に関する費用は、全て申請者の自己負担となります。
＊助成決定後、虚偽の記載が判明した場合は、助成の決定を取り消すとともに、すでに交付が実行されている場合には、
助成金を返還するものとします。

社協使用欄

民・社・郵

該当 ・ 非該当

世

円

人

増

円

計

＊＊＊この事業は、市民の皆さまからの募金を財源として実施しております＊＊＊

社協確認印

円

添付書類を用意したら
チェックをしてください。

添付する書類
必須書類

町内会）
来年春に小学校、中学校入学、または
中学卒業する場合に○をつける。

続

印

日

平成23年度

｢歳末たすけあい募金｣助成金のご案内
毎年、市民の皆さまから寄せられる歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期
に安心して暮らせるための歳末助成金や、入学などのお祝い金の申請を受け付けます。

対象世帯の確認方法
平成23年11月1日現在、焼津市内の住民基本台帳、
または外国人登録されていますか？
は

Q3

い

世帯全員の住民税(市県民税)が非課税であり、
民生委員児童委員の支援を必要としていますか？
は

いいえ

該 当

Q2

非

Q1

いいえ

い

生活保護を受けていますか？

は

い

いいえ

Q4

A～Ｆのいずれか１つに該当しますか？

A

母子・父子世帯で、
中学生までの子どもを養育し、
子の祖父母と同居していない世帯

B

障害児・者のいる世帯で、
以下の手帳を取得している者がいる世帯
・身体障害者手帳 １、
２級
・療育手帳 Ａ、
Ｂ
・精神障害者保健福祉手帳 １、
２級

C

介護保険の要支援・要介護認定者のいる世帯

世帯全員が６５歳以上の世帯
D
または、
これらに中学生までの者が加わった世帯
E
F

満６５歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯
上記区分に入らない世帯で支援を必要とすると認められる世帯
（民生委員児童委員の意見書が必要です）

※施設入所者、6 ヶ月以上の長期入院者は、対象外です。

は

該

い

当

◎ 助成金をご希望される方
裏面の「申請書」及び「必要な書類」を添付し、下記の方法
のいずれかで申請してください。
【申請書の提出方法】
・焼津市社協（本所・大井川支所）へ持参し提出、または郵送
（郵送は、締切日当日消印有効）
・担当民生委員児童委員へ提出
◎ 受付期間：
平成23年11月 1 日（火）～ 30日（水）午後5時

いいえ

【助成の方法】
助成が決定した方は、担当民生
委員児童委員から直接助成金をお
渡しします。

【交付時期】
①歳末助成金
12月中旬～下旬を予定
②入学等祝金（該当者のみ）
4月中旬～下旬を予定

【助 成 額】
「歳末たすけあい募金」の実績額
と助成事業の申請件数により決定
します。

【お問合せ先・郵送先】
〒425−0088
焼津市大覚寺630(総合福祉会館内)
TEL：621−2941

ご注意 !
歳末たすけあい募金で助成される
ことから、受付期間を過ぎての申請
はできませんので、予めご了承願い
ます。

