さしのべる 手にあたたかい おもいやり

社協やいづ

小 林 宏 旨

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

長

に有り難く感謝申し上げま

会

にも拘わらず、本会の普通
会費や特別会費、又年末の
共同募金（赤い羽根、年末
たすけあい）活動に格別の
明けましておめでとうご

す。このような温かいご支

ご理解とご協力を頂き、誠
ざいます。謹んで年頭のご

役職員一丸となって「住み

援に対して、本年も私ども

会員の皆様方には、日頃

挨拶を申し上げます。

慣れた地域で安心し、安全
に暮らし続ける為」の公的

から社会福祉協議会の諸事
業推進には格別のご理解と

精進いたす覚悟であります

福祉サービスの充実に努め、
日の東

記録的な円高で日本経済界

となりますようご祈念いた

の一年が明るい実り多き年

皆様方にとりまして、こ

＜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

＜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。

次回の発行は…平成24年3月15日
（木）

ご 協 力 を 頂 い て お り ま す。
特に、昨年は3月

は厳しい環境下となり、不

しまして年頭のご挨拶とさ

ので、なお一層のお力添え

安要因を抱えている状況の

日 本 大 震 災 と 原 発 事 故 や、

中で、又、復興のための義

せていただきます。

をお願い申し上げます。

援金等の寄付で厳しい状況

欧州債務問題から派生した

11

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

「五日市 剛氏 ～ツキを呼ぶ魔法の言葉～」

焼津市
災害ボランティア
勉強会
この卓球は、目の不自由な方と一緒に行います。
目かくしをして、鈴の入った特殊なピンポン球を
転がすようにラケットで打ち合います。
目が不自由という事はどんな事か、卓球を通し
て楽しく交流しながら体験してみよう！
【日 時】3月10日（土）9：30～11：30
【会 場】大井川福祉センター
【対 象】小学4年生～一般の方
20人
（定員になり次第締切）
【参加費】無料
【持ち物】室内用シューズ（卓球の道具、
アイマスク
は用意してあります）
【協力団体】焼津市身体障害者福祉協会視覚障害者部
【お申込み】大井川支所 TEL ６６２−０６１０

3.11東日本大震災から学ぶ

自分たち流の災害対策!!

【日 時】2月25日（土）9：30～12：00
【場 所】総合福祉会館（ウェルシップやいづ）
3F多目的ホール
【内 容】焼津市と東日本大震災との違い
社会福祉協議会と災害ボランティア活動
ボランティアコーディネーター
災害時ボランティアセンターとは?
【定 員】50人（参加費 無料）
【お申込み】焼津市社会福祉協議会
地域福祉係 TEL ６２１−２９４１

東日本大震災では多くの尊い
人命が失われました。災害から
自分の身や大切な家族、近隣の
人たちを守るためには、一人ひ
とりが自らの身を守る「自助」
や地域で助け合う「共助」が欠
かせません。
この機会に焼津市での対策を
知り、自分の身の守り方や災害
時のボランティア活動について
も考えてみませんか？

企業の社会貢献活動研究会が贈るメッセージ講演会。今年
は、感動と勇気をもらえると評判の講演会を開催します。
「ありがとう」「感謝します」このことばの使い方
で、ついていなかった人生が変わり、可能性が広がっ
たという講師「五日市剛氏」の実体験のお話です。
たったこれだけの言葉なのに……。
この「魔法の言葉」の意味をぜひ講演会でお確か
めください。
★講師

いつ か いち

五日市

つよし

剛氏

★日時 2月4日（土）13時～ 16時 開場12時30分
★会場 総合福祉会館 3F 多目的ホール
★入場 無料（ただし整理券が必要）
★主催 企業の社会貢献活動研究会
★お申込み・受付 社協地域福祉係
焼津市大覚寺630 TEL ６２１−２９４１
1月23日
（月）
から電話にて申込みを受け付けます。
お申込み後、整理券を事務局まで取りにお越しください。
私たちが企画しています。《企業の社会貢献活動研究会》
〈委員長〉㈱アンビ・ア 〈副委員長〉山本特殊設備㈱
〈委 員〉建電㈱ サッポロビール㈱ 静岡工場
JAおおいがわ焼津支店 東海造船運輸㈱ ㈱東商
㈱法月電設 焼津漁業協同組合 焼津商工会議所
焼津信用金庫 （福）焼津福祉会 ※正副委員長以外は50音順

★講師プロフィール
1964年岩手県生まれ
工学博士
学生時代の体験談をま
とめた冊子「ツキを呼ぶ
魔法の言葉」が口コミで
ベストセラーとなり、関
連書籍は石川遼をはじめ
とする多くのトップアス
リートや著名人にも影響
を与えている。2008年
には、ミュージカル化さ
れ、
大きな反響を呼んだ。
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小林 宏旨
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薦の話があった時に、これで私も

15

想いを紡ぐ・心をつなぐ
メッセージのリレー

10

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会 会長

23

私は福祉活動に携わったと言う

3

お世話になった恩返しが、少しで
も出来ればと思い快くお引き受け
し、 年間民生委員活動を続ける
ことができました。
社協の会長に就任し、福祉活動
を勉強しておりますが、まだまだ
勉強不足は否めません。
就任後、間もなく 年を迎えま
す。私は常々福祉サービスの一層
の充実が必要であると思っていま
すが、基本的には隣人関係、家族
関係や友人関係等が不可欠であり
ます。自らの手で自らの課題を解
決していく「自力自助」の力を高
め、そして地域社会で支援を求め
ている方に住民自身が気付き、主
体 的 に 関 り、 住 民 が 相 互 に 支 え
あって解決していく「共助」の仕
組みづくりを考えています。その
ために社会福祉協議会は、これま
で以上に地域住民と積極的に関り、
多様なニーズに対して迅速かつ柔
軟な取組みをしていくべきであり
ます。「嬉しい心」、「楽しい心」
、「あ
りがたい心」を大事にし、 つの
心を私の支えとして、福祉活動に
臨んでいく所存であります。

3

18

次回は、清水 栄男 自治会連合会長です。

【募集期間】1月20日（金）〜2月20日（月）
【展示期間】2月22日（水）〜3月7日（水）
【テ ー マ】絆（きずな）
写真を会
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、
館までお持ちいただくか、
または郵送してください。
【サ イ ズ】四ツ切サイズ・ワイド四ツ切・A4も可
【注意事項】フィルムのみ、データのみの応募は対
象外。被写体が人物の場合、必ず被写体本人の
承諾を得てください。作品の返却はいたしますが、
破損等の責任は負いません。
【そ の 他】社協会長賞・局長賞など各賞あり。応
募者全員へ記念品あり。
【お問合せ・ご応募先】TEL ６２７−２１１１
〒425−0088 焼津市大覚寺630

より福祉サービスにお世話になっ
た一人であります。
私の両親は、昭和 年に結婚し、
年に呉服屋として店を構えまし
たが、間もなくの 年 月、父親
に召集令状が舞い込み、店をたた
んで静岡連隊に入隊し、 年春駿
府公園で父親と桜の下で最期の食
事 を し た こ と が 思 い 出 さ れ ま す。
その後、北支へ、そしてレイテ作
戦に参戦するため、釜山より玉津
丸に乗船し、台湾沖のバシ―海峡
で敵潜水艦の魚雷を受け、戦死し
ました。昭和 年 月、役場の人
と近所の民生委員さんの 人が訪
れ、母と弟の前で父の死亡を知ら
されました。その時、生活保護の
生活扶助と教育扶助の説明を受け、
申請したらという話をしてくださ
い ま し た。 し か し、 母 は、
「教育
扶助は子供の為にお願いしたいが、
生活扶助は自力で頑張るから」と
言って、申請しませんでした。そ
の後、中学 年までの民生委員さ
んの支援等の対応は今でも感謝の
気持ちを忘れることができません。
その感謝の心が、民生委員の推

総合福祉会館2階展示ギャラリーで行う、写真
展の作品を募集します。あなたの自慢の一枚をぜ
ひご応募ください。

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】
開園式と植え付け 2月18日（土）
手入れ会………… 4月 7日（土）
収穫祭と閉園式… 6月 9日（土）
※開始時間は、10：00 ～ 11：30頃の予定です。
生育状況や天候により、日程の変更があります。
【会 場】サッポロビール㈱ 静岡工場
ビオトープ園内
【対 象】未就学児とその保護者
20組80人
（1世帯4人まで、就学の兄弟は参加可）
【参加費】1世帯500円（当日徴収）
※収穫祭時の昼食代は、実費徴収
【主 催】企業の社会貢献活動研究会
【お申込み】2月6日より先着順で受付
焼津市社会福祉協議会 TEL ６２１−２９４１

福 祉

No.2

コラム

The column of welfare
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相談室のご案内

「赤い羽根共同募金」の中間報告

【本

所】

＊心配ごと相談：第1・3・5木曜日

募

金

募 金 額
16,353,150 円

10月1日から始まった「赤い羽根共同募金」運動で
は、地域の皆様や自治会関係者、民生委員児童委員等
多くの方からの御支援・御協力のもと展開されていま
す。12月28日現在の募金状況を下記のとおり報告い
たします。
皆様のあたたかいご支援に感謝申し上げます。

＊結婚相談：第1・3金曜日
（ともに9：00～15：00）
＊ふくしなんでも相談：
毎週月～金曜日（9：00～16：00）
TEL 626－0555

【大井川支所】
＊心配ごと相談：第2・4木曜日

募

戸別募金（社協支部長に依頼し、自治会を通じて各世帯
にお願いする募金）

金

額

8,704,298円

特別募金（民生委員児童委員に依頼し、事業所等にお願

5,956,479円

職域募金（学校やお店に置いた募金箱、そして職場等を

1,874,373円

いする募金）

通じていただいた募金）

とシ
ィと
シャ
レ
ディ
ャイ
レデ
イマ
マン
の
ンの

（祝日を除く）

皆さまからのあたたかな想いありがとうございます

＊結婚相談：第2・4土曜日
TEL 662－0610
【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。

であいdeパーティー

♥素敵な
‘であい’
探しのカフェタイム！
そんなひとときを一緒に過ごしてみませんか？

日時♥ 3月3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独身の方
◆男性：35 ～ 45歳 ◆女性：30歳代
■定
員 男女各20人
※応募者多数の場合は抽選で決定
■会
費 3,000円
■申込期間 1月20日(金) ～ 2月13日(月)
■申込方法 申込書を社協に提出
（郵送・FAX可）
※申込書は、社協窓口、またはホームペー
ジからダウンロードができます。

お申込み・お問合せ先
TEL：621－2941／FAX：626－0573

会食サービスあじさいの会

12月３日（土）、総合福祉会館多目的ホール
でグリーンアドバイザー志太の会にご協力い
ただき開催しました。
当日は、20組の家族の方が、家庭で楽しむ
クリスマスを、思い浮かべながら、ミニガーデ
ンづくりを楽しんでいただけたようです。持ち
帰ったミニガーデンを大切に育て、家庭のク
リスマスに彩りを添えてもらえたらと思います。

12月８日（木）、上阿多古地区社協会長の
野澤里治氏を講師に迎え大井川福祉センター
で、ボランティアステップアップ講座を開催し
ました。今年度は「傾聴ってどんなこと？」と
いうテーマで行われ、焼津市内のボランティ
ア活動者42名が受講しました。
講座では、傾聴の意義や心構え等の基礎
的なお話をしていただき、
「傾聴とは相手の気
持ちに寄り添い、相手の言いたい事、伝えた
い事を受容的・共感的態度で聞く」という事
を学び、最後は3人1組でロールプレイを行い
ました。
この講座をきっかけにボランティア活動の
資質向上に
向け、さら
なる活躍を
期待してい
ます。

大村地区 開催に向けて

70歳以上の一人暮らしの方に手造りのお弁当
で会食しながら、楽しいひとときを過ごしていた
だく「会食サービスあじさいの会」は、市内9地
区の公民館でボランティアの協力をいただきなが
ら開催しています。
現在、平成24年度に大村地区の開催に向けて
準備をしていますが、その事前会食会を、2月に
大村公民館で行います。
会食会に参加希望される方は、担当民生委員さ
んに、お申し出ください。

同時にボランティアとしてご協力いただける方も募
集しています。一人暮らしの方との交流活動にお仲間
と参加してみませんか。

ボランティア募集……………………
活

動：大村地区での一人暮らしの方との交流
会食とお弁当づくり
衛生的調理及び健康管理のため、保菌
検査にご協力いただいています
お問合せ：TEL ６２１－２９４１

会食参加者………………………
対

会
日

象：大村地区在住で一人暮らしの70
歳以上の方で会場までご自分で来
られる方
場：大村公民館
時：2月22日（水）12：00～13：00

参 加 費：200円
お申込み：担当民生委員さんにお申込みくだ
さい。

5
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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11月1日～平成23年12月28日）

● 寄附金でのご協力

スンエン花き園芸㈱、㈱東商従業員一同、内田知、
ＪＡ大井川八楠地区女性部、
ラック＆ウィンディ、
東益津公民館つるし飾り講座生一同、
士、
焼津第二地区民生委員児童委員協議会、宇都木稔、
グリーンアドバイザー志太の会、
辻政義、
東益津公民館レザークラフト講座生一同、○
清水栄男、焼津市消費者連絡会、矢部榮之、㈱東商、見崎平八、
市野酒店お客様一同、
静岡第1宗務所青年会志太教区連合会、
小林宏旨、
㈱丸一家具センター、
杉村すゞ、
小藪よし、
東益津地区民生委員児童委員協議会、
港地区民生委員児童委員協議会、
滝口乾二・とし江、
匿名5名

● 第30回福祉まつりふれあい広場の寄附のご協力

さわやかクラブやいづ連合会、焼津市竹工芸クラブ、花・はな、
虹の家、
慈恵園、
ゆりかもめ、
焼津黒はんぺん研究会、
会食サービスあじさいの会、
ワークすばる、
ゆたか、
しらさぎの郷

● 物品でのご協力

法月一枝、
㈲高松ボイラー水道工業所、
豊田公民館、
あとりえＭＯＭＯ、
㈱事代丸、
髙柳恵子、
横山晴美、
退職公務員連盟志太支部、
渋谷泰子、
池谷あや乃、㈲オノダ電気、㈱日宏食品、焼津地区自家用車組合、
竹内道子、
日比谷設備㈱、
岡村勢、
寺岡春奈・愛華、
㈱橋本組、
しおざい、
小川魚市場有志代表増田、焼津市役所
（環境生活課、健康増進課、
地域福祉課）
、
大井川南小学校、
大井川東小学校、
大井川西幼稚園、
村松静道、滝口乾二、近藤廸男、萩原シゲ子、
シーラック㈱、
小長谷笙・奏人、
匿名8名
物品内容…タオル、使用済み切手、アルミ缶、プルタブ、毛糸、ロールケーキ、靴下、
シャンプー、
トイレットペーペー、未使用切手、
お米、書き損じハガキ、
エコキャップ

（

本会受付分：
平成23年
12月28日現在

）

30

321件
6,800,366円
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募集
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看護師

30

募集
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※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

【認知症関係業務担当】
【本所 訪問入浴】
地域包括支援センターでの認知 訪問入浴を希望されているお宅
症予防・相談業務、介護予防プ でバイタルチェックと入浴介助
ラン作成などをする仕事です。 をする仕事です。
●雇用形態 正規職員
●勤務日 週１日～（応相談）
●募集人数 2名
９時～ 時 分の間の１時間
●必要資格 社会福祉士、主任
分～（応相談）
介護支援専門員、保健師、地域 ●訪問先 焼津市内
経験のある看護師のいずれか ●資 格 看護師・准看護師
●給 与 ①社会福祉士・主任 ●時 給 時給１，４９０円
（期末手当年２回）
介護支援専門員157，
700
円〜172，
200円（前歴換算 ●募集人数 若干名
、②保健師・地域経験の ●お問合せ先
あり）
ある看護師185，
500円〜
焼津福祉サービス
191，
600円（前歴換算あり）
センター
●勤務時間 月曜日～金曜日
℡６27 ─０412（久保田・
8時～ 分～ 時～ 分
菅原）
●休 日 土・日・祝、
年末年始等 【 大井川支所 やすら樹デイサービス】
●待 遇 交通費規定支給、有 通所介護デイサービスを利用さ
給休暇あり、社会保険加入
れている方のバイタルチェック
●勤務地 焼津市内
と入浴介助をする仕事です。
●お問合せ先
●勤務日 週３日～（応相談）
焼津市社会福祉協議会
８時 分～ 時 分の間の４
℡６27 ─０412
時間～８時間（応相談）
●勤務先 大井川福祉センター内
●資 格 看護師・准看護師
●時 給 時給１，10０円
（期末手当年２回）
●募集人数 若干名
●お問合せ先
大井川福祉サービスセンター
℡６62 ─０610（内山）

●義援金

※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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