生きがい対応型

次回の発行は…平成24年7月19日
（木）

ケータイからでも
ホームページにGO!

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

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

〒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

所

本

号

第

かもめ

デイサービス

焼津市社協では、焼津市より委
託を受け、まだ介護保険の対象に
ならない高齢者の方を対象に「か
も め デ イ サ ー ビ ス 」（ 総 合 福 祉 会
館 ）、「 ぬ く 森 デ イ サ ー ビ ス 」（ 大
井川福祉センター）を開設してい
ます。
デイサービスでは、地域で暮ら
す高齢者の方々が、いつまでも住
み慣れたまちで健やかに過ごして
いただけるよう、創作活動や健康
体操、お友達との交流の場の提供
などを通じ介護予防事業に取り組
んでいます。
この事業を行うに送迎は欠かす
ことができませんが、この度静岡
新聞・静岡放送文化福祉事業団の
「 愛 の 都 市 訪 問 」 か ら、 か も め デ
イサービスに送迎用車両を寄贈い
ただきました。善意をお寄せくだ
さった県民の皆様の温かい支援に
感謝申し上げるとともに、静岡新
聞・静岡放送文化福祉事業団様を
はじめ関係の皆様に心よりお礼申
し上げ、今後職員一同、地域・在
宅福祉の更
なる向上に
努めてまい
ります。

http://www.yaizu-shakyo.or.j p

ホームページ
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平成24年 5 月17日

編集・発行／

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

や

ら ざあ えん

み〜んなで野良菜園
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。
初めての方、大歓迎！
【日

程】各回とも10：00～11：30頃の予定

※生育状況や天候により、
日程の変更があります

※収穫祭時の昼食は持参

【対

象】中学・高校生 25人程度
（市内在住、または通学）

程】8月16日（木）～17日（金）
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
（宿泊費、保険料ほか）
【申込先】焼津市社会福祉協議会
TEL 621−2941
【締 切】7月10日（火）先着順
【日

3

地域の方たちに学ぶ「ふくしのススメ」を、
8月からの予定で開催します。盲導犬のお話
や介助犬のお話、手話・点字体験、中部看
護学校で行う体験活動など親子・お友達とみ
んなで参加していただける様々なメニューを
計画中です。 次号の社協やいづ（7月19日
発行）でご確認ください。 夏休みに福祉体
験してみませんか？ ご参加お待ちしています！
！

傾聴ボランティア
養成講座 参加者募集

気持ちに
寄り添う

傾聴とは……話し相手に寄り添いながら、言葉に込められた
想いに耳を傾けることです。
「一人暮らしで寂しい」、「施設に入居したが話し相手がいな
い」などから、安心してゆっくり話を聞いてくれる方へのニーズ
が高まっています。 話し相手のペースや雰囲気に寄り添いなが
ら話を聴く、傾聴ボランティア養成のための講座を開催します。
思いやりと温かい心で相手の話を聴く技法を学んで、「傾聴
ボランティア」として活動してみませんか。
【日 程】7月19・26日・8月2日（すべて木曜日）
【時 間】9：45～14：45（昼休憩1時間）
【会 場】総合福祉会館 多目的ホール
【講 師】NPO法人ホールファミリーケア協会
理事長／鈴木 絹英 氏（予定）
【対 象】全日程出席でき、傾聴ボランティアとして活動できる方
【定 員】48名
【参加費】2,500円
【申込み】6月25日から電話での仮申込みを受付けます。7月6
日までに申込用紙に参加費を添えて社会福祉協議会
へ提出してください。申込書は、
公民館または社協ホ
ームページからダウンロードできます。
【お問合せ】焼津市社会福祉協議会 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。

第30回福祉まつり「ふれあい広場」寄付使途報告
昨年度開催されました第30回福祉まつり「ふれあい広場」
の参加団体からお寄せいただいた寄付金計175，
865円は、同
実行委員会で検討の結果、高齢者の不自由さを体験する高齢
者疑似体験セット3台を購入させていただきました。学校での
体験学習や企業の社員研修に貸出しをさせていただきます。
また、今回は東日本大震災への理解や支援を目的として、
募金箱の設置や被災地の授産製品や物産品を販売しました。
その募金・売上金、計115，
335円は、静岡県が支援する岩手
県宮古市と山田町の社会福祉協議会へ寄付金として、第30
回福祉まつり「ふれあい広場」榊原康男実行委員長より両社
協代表者が来静された折、手渡しさせていだだきました。
ふれあい広場参加団体・運営ボランティア・ご来場いただき
ましたお客さまに心より感謝申し上げます。

満員御礼!

長谷川 佐

中高生を対象に、障害のあるなしに
かかわらず交流を行うことで、障害に
ついての理解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!

ふれあいキャンプ参加者募集

【申込み】6月20日（水）から電話にて（先着順）
【お問合せ】焼津市社会福祉協議会
TEL 621−2941

参加者募集!!

次回は、福與 秀三 焼津市自治会連合会 副会長です。

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人まで参加可）
【参加費】1世帯500円

ふくしのススメ

進んでいます。
それに伴い高齢者の一人暮らしや高齢者の
みの世帯にとっては、外出や通院・買い物等、
日常生活でのちょっとした生活課題が生じて
きています。
そこで、私ども民生委員児童委員は、七五
歳以上の高齢者三三〇〇人を対象に日常生活
についてのアンケートを実施しました。健康
で悩みや不安もなく、毎日外出し近所の人た
ちとふれあったり、買い物等を楽しんでいる
お年寄りが、二〇％近くもいて大変素晴らし
いことだと思います。反面、持病があり通院
を余儀なくされているが、何かと自立してい
るお年寄りが六〇％、健康や災害時のことに
不安を抱き生活している人も六〇％もおりま
す。また、唯一の楽しみは、テレビ視聴と友人・
知人との交流をあげた人が四〇％おりました。
住み慣れた地域で、最後まで生活していく
には、地域の方々の日常的な生活支援がなけ
れば、困難になってきていることも事実です。
人は、一人では生きていけません。家族や
近所の人たちの助けあい、支えあいが必要で
す。遠くの親戚よりも近くの他人と言われる
ように、地域社会全体が横のつながりを広め、
助けあいのセーフティーネットを作っていく
必要性を強く感じています。顔の見える関係
づ く り を 通 し て、 お 互 い に 支 え、 支 え ら れ、
誰もが安心して暮らせる「福祉のある」地域
社会でありたいと思っております。

【会

No.4

焼津市民生委員児童委員協議会 会長

開園式と植え付け…… 6月30日（土）
手入れ会………………… 7月28日（土）
収穫祭と閉園式…… 11月17日（土）

予告

The column of welfare
「福祉」って、どういうことだろうか？ 広
辞苑には、
「福」も「祉」も「さいわい」
「し
あわせ」と書かれています。また、大辞泉に
よると「公的配慮によって、社会の成員が等
しく受けることが出来る安定した生活環境」
と記述されています。
しかし、高度に発展した今日の社会は、複
雑な環境を生じ、誰もがそれに適合して生き
ていかなければならなくなりました。仕事上
や子育て上のストレス、雇用の不安、政権が
変わるたびの制度の改革等によって、先行き
不透明な世の中で、不安がつきまといます。
お年寄りにとっても長寿社会は必ずしも幸
福を意味せず、子ども達もストレスにさらさ
れて不登校や心の病の問題も生じています。
障害がある人も、個人として尊重され、社会
の中で生きていかれるようになってきてはい
るが、その人、その人に応じた社会の援助も
国の制度もまだ不足し、全ての人々にとって
生き難い世の中なのかも知れません。
今まさに、高齢化社会を迎え、日本人の平
均寿命は男性七九・六歳・女性八六歳となり、
女性は世界一の長寿国となりました。
焼 津 市 に お い て は、 二 三
年 十 一 月 現 在 の 高 齢 化 率 は、
二 三・二 ％ に 達 し、 中 で も 中 心
市 街 地 は 平 均 二 六・三 ％（ 町 内
会によっては四四％に達したと
ころもある）と高齢化が著しく

第10期

楽しく
学ぶ!

福 祉 想いを紡ぐ・心をつなぐ
コラム メッセージのリレー

参加者募集中 !

ウェルシップ映画会

3月27日（火）に実施したウェルシップ
映画会では、
「カンフーパンダ2」を午前・
午後の2回上映し、約600人の方にお越
しいただきました。また、その際に書き
損じはがきや使用済み切手などの物品
の寄付や、東日本大震災支援の義援金
など、多くの温かいご協力がありました。
物品の寄付は、社協の福祉活動に、義
援金は県共同
募金会を通じ
被災地支援に
活用させてい
ただきます。
（c）
2011 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. Kung Fu Panda 2
（c）
2012 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

第141号 2

事 業 計 画

平成 24年度

予

昨年度策定した地域福祉活動計画に基づき、地域の皆様とともに、誰もが安心して暮らせるまちづ
くりを目指し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。
地域福祉の充実強化と活動推進

相談事業・援護事業の推進

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（受託）
共同募金運動（赤い羽根・歳末たすけあい）への協力
事務局職員による地域担当制の充実 など

心配ごと・ふくしなんでも相談の実施
生活福祉資金の貸付（受託）
援護事業（火事見舞い等）の実施
であいdeパーティーの開催 など

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（受託）
広報やいづ「点字・声の広報」発行事業（受託）
放課後児童クラブ事業（受託）※大富小学区など

福祉老人センター事業
29,143 千円

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

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
傾聴ボランティア養成事業の開催
福祉教育実践指定校の活動援助 など

総合福祉会館・大井川福祉センターの管理・経営
財政基盤の安定強化

今年度の主な行事予定

10

月

社協やいづ第141号発行
5月 ふれあいツアー

ふれあいツアー
みんなで野良菜園さつまいも収穫祭・閉園式
月
社協やいづ第144号発行
であいdeパーティー

11

6月 みんなで野良菜園さつまいも開園式
7

月

であいdeパーティー
社協やいづ第142号発行

歳末たすけあい運動
月 企業の社会貢献活動研究会

12

ふれあいキャンプ
月 ふくしのススメ
ほほえみ夏祭り

8

（メッセージ講演会）

災害時VC養成講座
月 社協やいづ第145号発行
であいdeパーティー

2月

収

貸付事業等収入
600 千円

入
介護保険収入
125,752 千円

負担金収入
9,810 千円
自立支援費等収入
14,976 千円

老人居宅介護等事業
48,320 千円

利用料収入

居宅介護等事業
25,306 千円

雑収入

2,300 千円

会計単位間繰入金収入
4,460 千円
経理区分間繰入金収入 13,328 千円

3,807 千円
500 千円

出

668 千円

受取利息配当金収入
1,431 千円

老人デイサービスセンター事業 42,504 千円
移動支援事業
647 千円
放課後児童クラブ事業
9,084 千円
福祉サービス利用援助事業 2,556 千円

支

共同募金配分金収入
26,021 千円

372,758千円

居宅介護支援事業
37,256 千円

財務支出
予備費

事業収入
2,600 千円

積立金取崩収入

特別会計

収

23,950 千円

入

総合福祉会館事業 76,331 千円
受託金収入
大井川福祉センター事業
45,440 千円

地域包括支援センター事業
73,019 千円

支

出

収

181,960 千円

入

194,790千円 194,790千円

事業収入
介護保険収入

15 千円
12,693 千円

雑収入
114 千円
受取利息配当金収入
8 千円

社協やいづ第146号発行

会
長
小林 宏旨

副会長
清水 栄男
長谷川 佐
福與 秀三

常務理事
藁科 啓次

理 事
穐山 彌生
古桑 容子
多々良 浩吉
太田 晴康
杉本 和也
山田 敏晴
釜田 和子
渡仲 邦雄
見崎 平八
西形 茂樹

監 事
法月 昭治
岡田 尚之

焼津市
社会福祉協議会
理事のご紹介

（平成24年4月1日 現在）

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

＊その他、行事等は『社協やいづ』で募集します

受託金収入
75,872 千円

21,340 千円
4,105 千円
45,545 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。

3月

※毎月第2木曜日13：30～ ボランティア勉強会

焼津市社会福祉大会

出

372,758千円

高齢者生きがい活動
支援通所事業
28,530 千円

入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

支

1

9月 みんなで野良菜園さつまいも手入れ会
社協やいづ第143号発行

5

赤い羽根共同募金運動
福祉まつりふれあい広場

収

法人運営事業
92,479 千円

共同募金配分金事業
27,785 千円
資金貸付金事業
600 千円

調査研究・啓発活動の充実

一般会計

出

調査啓発事業 3,771 千円
企画助成事業 5,242 千円
地域福祉推進事業 6,532 千円
ボランティア活動事業
8,696 千円

障害者・児童・母子福祉活動の推進

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（受託）
地域包括支援センター事業（受託）
生きがい活動支援通所事業（受託）
福祉老人センターの管理・経営 など

支

算

第141号 4

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24年3月1日～平成24年4月30日）

●寄附金でのご協力

● 物品でのご協力

静岡銀行焼津黒潮会、
フランス総合医療㈱、小林宏旨、

焼津市竹工芸クラブ、久島勝代、山田広美、㈱日宏食品、

士、
宇都木稔、
豊田地区民生委員児童委員協議会、
○

㈱橋本組、焼津第２地区民生委員児童委員協議会、

富士屋焼津南店、
飯淵不動山、焼津市美術協会、

録音奉仕グループしおざい、
アサヒプリテック㈱、松永、

コープしずおか焼津店虹のまつり実行委員会、西川光夫、

宮崎勝代、杉山尚子、山田敏晴、匿名11件

東益津公民館、
矢部榮之、東益津公民館自彊術、
見崎平八、
大井川女子会、和田公民館さわやか学級、
大井川舞の会、
鶯友会松下富士男、松下公、匿名6件

物品内容…………………………………………………………………………………………………
使用済み切手・アルミ缶・プルタブ・使用済みテレホンカード・
おむつ・尿とりパット・フラット・布団・着物・タオル・毛糸・ウエス・
帯・書き損じハガキ・エコキャップ・鉛筆・ベルマーク・その他

●東日本大震災義援金

（本会受付分：平成24年4月27日現在）

338件

7,079,106円

※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。

相談室のご案内（祝日を除く）
【本

所】TEL

626－0555

＊心配ごと相談………………………………………………………
第1・3・5木曜日（9：00～15：00）
＊ふくしなんでも相談…………………………………………
毎週月曜～金曜日
（9：00～16：00）
【大井川支所】TEL

662－0610

＊心配ごと相談…………………………………………
第2・4木曜日
（13：00～15：30）

であい de パーティー
素敵な
“であい”
探しのカフェタイム♪
楽しいひとときを一緒にすごしませんか?
【日 時】7月15日（日） 14：00～17：00

【会 場】ゲストハウス リッチモンド（西焼津駅北側）
【参加資格】結婚を真剣に考えている独身男女
男性：焼津市内在住で30～45歳まで
女性：30～45歳まで（市外在住者も可）
※年齢は、開催日を基準日とする
【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】6月1日（金）～6月25日（月）
【申込方法】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から
ダウンロードできます。
【お申込み・お問合せ】
TEL 621−2941 FAX 626－0573

※広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。

第141号 6

