さしのべる 手にあたたかい おもいやり
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平成24年11月15日

【運動期間】12月1日～31日

～みんなで支えあうあったかい地域づくり～

「歳末たすけあい募金」運動に
ご協力お願いします
毎年、
「歳末たすけあい募金」運動には、あたたかいご理解とご協力をい
ただきありがとうございます。
新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮ら
すことができるよう、みなさんのご支援とご協力をよろしくお願いします。

■ 歳末たすけあい募金のつかいみち

る!
ま
せ
〆切

◆ 在宅助成

支援を必要とする低所得世帯への援助、低所得者世帯の児童
生徒援護等／下記をご覧ください）

◆ 地域助成

歳末から新年にかけて自治会や福祉団体等が支援を必要とす
る市民のために行う事業（活動や催し物）へ助成

平成24年度 ｢歳末たすけあい募金｣（在宅助成）のご案内

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。申請書は、社協やいづ143号にて掲載、社協窓口、福祉事務所に設置しています。
また、ホームページからダウンロードもできます。申請期限は、
11月30日（金）午後5時まで。

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

編集・発行／

ホームページ

http://www.yaizu-shakyo.or.j p
本

所

〒425−0088 焼津市大覚寺3丁目2−2
TEL 621−2941／FAX 626−0573
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp
次回の発行は…平成25年 1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

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

ケータイからでも
ホームページにGO!

福 祉 想いを紡ぐ・心をつなぐ
メッセージのリレー

寧

【主催】焼津市・焼津市社会福祉協議会

i

山田

【中部大学総合工学研究所 教授（副所長）】

t

焼津市副市長

「間違いだらけの環境問題」
………講師 武田 邦彦 氏

画課に何度通報しても、返事すらない。

【記念講演】14：40～16：00

NPO法人SHIDAの一員として

【式典】13：30～14：30

一方、 首 都 バ ン コ ク か ら 西 へ 約

【会場】焼津市大井川文化会館 ミュージコ

年前からタイ国・最西北部のメーホ

【期日】平成25年2月1日（金）13：00開場

15

o

n

入 場 料：無 料

どなたでも入場できます

Profile

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。
また、式典の後、記念講演を行います。

乗合バスで約３時間のところにカンチ

ャナブリという市がある。主演ウィリ

第42回 焼津市社会福祉大会

１００㎞、ミャンマーとの国境近く、

機会の確保を図っている。首長族の居

アム・ホールデン、主題歌「クワイ河

a

ない子供 たちに奨学 金を援助し教 育

住 区 域 や、麻 薬 栽 培で知 ら れる「 魔

マーチ」で有名な米国映画「戦場に架
m

ンソン県で、貧困のため中学校に行け

の三角地帯」に近い場所で、首都バン

ける橋」の舞台となったところである。

ギリス、オランダ、オーストラリア等

r

コクから約９００㎞（東京～広島と同

の連 合軍 捕 虜７７３２人 が病 気 や 栄

日本軍はビルマ（現ミャンマー）への

太平 洋 戦 争 中、無 謀 なインパール

o

14

時間掛かる。生徒

作 戦により敗 れた日本 兵 が、北 部 タ

養不足で亡くなっている。だが、市内

f

じ）
、夜行バスで

イの玄関口であるチェンマイを目指し

の大規模な墓地公園２か所に死亡兵一

43

やその親、教師、学校長の面接のため、 軍事物資輸送のため、数多くの現地人

て 高 温 多 湿で 急 峻 な 山 間 地 を 撤 退 し

人一人の名が刻まれた墓標が整然と建

や連合軍捕虜の犠牲の上に、泰緬（タ

たものの、疾病等で多くの兵が生き倒

てられ、戦後 年近くなる今も、母国

n

毎夏、この地を訪問している。今年の

れとなって、この地に眠っている。し

の手により丁重に管理されている。墓

I

イメン）鉄道を建設した。ここではイ

かし、当 時、現 地の 人 が 手 厚 く 埋 葬

地内は一面、芝生が敷き詰められ、花
t

70

奨学生は、 名である。

してくれた場 所 が今、道 路 や 住 宅 地

n

が咲 き乱れ、散 水 が絶 え ず 行われて

80

歳を超え、 いる。残念ながら、日本人兵士のため

e

達も既に

語り継ごう 東北の大津波。空から見た被災地の写真展です。東 【日 時】12月12日（水）〜18日（火）
北沿岸の被災前と被災後の写真が１枚のパネルに入っています。時 【場 所】焼津市総合福祉会館
2F 展示ギャラリー
が経ち、すでに記憶の風化が始まっています。約100枚のパネルで、
【入場料】無料
被害の甚大さについて理解を深めて、防災意識を高めましょう。

ある。

東北の “大津波” 空から見た被災地 写真展

には、小さな慰霊塔が１基あるのみで

東日本大震災復興支援

所は完全に忘れられ

the
cinema

v

このままでは埋葬場

※まちづくりNPOげんき宮城研究所の門間光紀さん
の震災当時の体験談もあります。

E

タイ国を 訪問 するた びに、我 が国

「Pray for Japan ～心を一つに～」は、
「家 【日 時】12月15日（土）
【午前の部】10：00～【午後の部】13：30～
族」「ボランティア」「避難所」「学校」の4つ
※1日2回上映 開場は30分前
の視点から被災者たちの様子が 丁寧に描か
【場
所】焼津市総合福祉会館 多目的ホール
れた作品です。
東日本大震災によって全てを失った人々が、 【定 員】午前・午後とも320人
※先着順（当日整理券配布）
極限状態の中で立ち上がり、犠牲を惜しまず勇気を見せてくれる
【料 金】無料
姿が力強く描き出された感動の長編ドキュメンタリー映画です。

てしまう。この窮 状

東日本大震災のドキュメンタリー映画『Pray for Japan ～心を一つに 』を上映します！

と 欧 米国 との「 命の格 差」に憂 鬱に

Pray for Japan 〜心を一つに〜

を国会議員等の仲介

募集期間 11月1日（木）～11月30日（金）
展示期間 12月3日（月）～12月17日（月）
テ ー マ 「私の宝物」
応募方法 応募用紙に必要事項を記入して、写真を
会館まで持ち込むか、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可
注意事項 ＊フィルム・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。＊作品の返却はありますが、破損
等の責任は負いません。
そ の 他 社協会長賞、私の宝物賞などの各賞およ
び応募者全員へ記念品あり。
お問合せ・ご応募先 焼津市総合福祉会館
〒425−0088 焼津市大覚寺3−2−2 TEL 627−2111

なるのである。

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。

になってしまっている。その現地の人

ウェルシップフォト展
作品募集

【主催】まちづくりNPOげんき宮城研究所・焼津市社会福祉協議会
【後援】焼津市・焼津市教育委員会・焼津市自治会連合会・焼津市商工会議所・民生委員児童委員協議会・
焼津市ボランティア連絡協議会・焼津市災害時ボランティアコーディネーター・小泉八雲顕彰会

コラム

No.7

次回は、槇田 堯 焼津商工会議所 会頭です。

時】12月25日（火）
【午前】10：00～【午後】13：30～
※1日2回上映 開場は30分前
【場 所】焼津市大井川福祉センター 大広間
【定 員】午前･午後とも200人（先着順）
【料 金】★入場無料です。
お家にある書き損じはがきや、使用済み切手
をお持ちいただき、
福祉活動にご協力ください。
また共同募金運動も行っております。
【お問合せ】TEL 662−0610
【日

The column of welfare

で厚生労働省援護企

草食恐竜の母に育て
られたティラノサウルス
“ハート”。ある日、自
分は肉食恐竜であるこ
とに気づきショックを
受け、飛び出してしま
う。ある時卵から孵っ
た草食恐竜の子を「お
まえうまそうだな」と
食べようとするが……。
親子､兄弟､家族､仲間の絆を描く心に響く
隠れた名作です!!

ほほえみ映画会 のお知らせ

みんなで観に来てね !

講 師
プロフィール
昭和41年／東京大学教養学部基礎科
学科卒業、旭化成工業㈱
に入社
昭和61年／同社ウラン濃縮研究所長
平成 5 年／芝浦工業大学工学部教授
平成14年／名古屋大学大学院教授
平成19年より現職

【主な受賞】
日本工学教育協会工学教育賞
（倫理）
、
日本原子力学会平和利用特賞、日本
エネルギー学会賞、日本工学教育協
会論文・論説賞
（創成科目）など

【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

【主催】焼津市社会福祉協議会・㈳東北建設協会・NHKプラネット中部

3

第144号 2

「赤い羽根共同募金」運動
街頭キャンペーン

点字・声の広報、
ご利用者募集中!!
声の広報は今年９月より
カセットテープから
ＣＤに移行しました。

10月1日から始まった共同募金運動の街頭キャンペー
ンを焼津駅・西焼津駅（10月3日）とふれあい広場会
場内（10月21日）で実施しました。
キャンペーンには、共同募金運営委員、焼津高校の
生徒や静岡福祉大学の学生そして、ボランティアグルー
プ一照会が参加し、赤い羽根共同募金のPRと募金活
動を行いました。
いただいた募金は、来年度に実施する地域福祉に関
わる事業等に助成されます。

街頭募金額計 49,926円
●
●

焼津駅・西焼津駅キャンペーン 7,858円
ふれあい広場会場キャンペーン 42,068円

ご利用者の皆様からは
「音質が良くなった」
「ノ
イズがなくなり聞き取りやすくなった」など、ご
意見をいただき好評なスタートを切ることができ
ました。焼津市社会福祉協議会では、点字・声
の広報の新規ご利用者の募集をしております。
ご利用を希望される方は、下記までご連絡く
ださい。※お届けできる点字・声の広報は、「広
報やいづ」と「社協やいづ」です。
【お問合せ】
焼津市社会福祉協議会 TEL 621−2941
なお、
CDを聴くためには専用の再生機が必要と
なりますが、
身体障害者手帳をお持ちの方は日常
生活用具給付事業の対象となる場合があります。
詳しくは福祉事務所・地域福祉課までお問い
合わせください。
【お問合せ】
福祉事務所・地域福祉課 TEL 626−1127

参加者募集中 !

楽しく
学ぶ!

ふくしのススメ 〜冬の講座〜

① 認知症って？

〜認知症サポーター養成講座〜
【日 時】12月8日（土）10：00～11：30
【場 所】大井川福祉センター 大広間
焼津市宗高572－1
【対 象】小学生と保護者 10組
【参加費】無料
＊受講すると「オレンジリング」が
もらえます!

お年寄りに多く見られる認知症って知っ
ていますか？
認知症になると新しいことが覚えられな
くなったり、覚えていたことを忘れてしま
ったりすることもあります。寸劇やクイズ
を交えて認知症について理解しましょう★

② ミニ門松作り（２ケ）
地域に住む方を講師に迎え、新しい年に 【日 時】12月22日（土）10：00～11：30
向けて、玄関やリビングに飾るミニ門松を 【場 所】総合福祉会館 多目的ホール
焼津市大覚寺三丁目2－2
自分たちで作りましょう★
【対 象】小学生と保護者 20組
【参加費】300円（1組・2人分）
【お申込み・お問合せ先】焼津市社会福祉協議会

TEL 621−2941

平成24年度

3回 であいdeパーティー

第

生活福祉資金の貸付制度のご案内

（生活福祉資金は、静岡県社会福祉協議会の貸付事業で、窓口業務は焼津市社会福祉協議会が行っています）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎相談者にとってどんな支援がよいか一緒に考えます
□生活福祉資金は、低所得世帯・障害のある方がいる世帯・日常的に療養または介護
を必要とする高齢者の方がいる世帯を対象に、社協や民生委員児童委員と相談しな
がら必要な貸付を行い、安定した生活を送れるよう支援する制度です。
□同様の制度や借入が利用できる場合は、他の制度や借入の利用が優先となります。

楽しいひとときを一緒にすごしませんか ？

日時♥平成25年1月26日（土） 会場♥ゲストハウス リッチモンド
14：00～17：00
（西焼津駅前）
参加資格

結婚を真剣に考えている
40歳から60歳までの独身男女
※ただし、男性は市内在住の方に限る

◎使いみちによって資金の種類が分かれます
□詳しい内容をお聞きし、どの資金が適切なのかご相談します。

定

員

男女各20名

会

費

3,000円

◎連帯保証人が原則必要ですが、いない場合でもご相談に応じます。

申込期間

平成24年12月3日（月）〜12月28日（金）

◎本制度の他に、焼津市社協独自の「小口福祉資金」の貸付（この場合、
市内に住む連帯保証人が必要）があります。

申込方法

申込書を社協へ提出（郵送・FAX可）

◎詳しくは担当までお問い合わせください。
【お問合せ】
焼津市社会福祉協議会 TEL 621−2941

5

素敵な‘であい’
探し♪

※応募者多数の場合は抽選で決定

※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・お問合せ先
焼津市社会福祉協議会

TEL 621−2941

FAX 626−0573

第144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9月1日～平成24年10月31日）
【第31回 福祉まつりふれあい広場の寄附のご協力】

●寄附金でのご協力

士、
焼津市吟剣詩舞道連盟、焼津市ゴルフ連盟、小林宏旨、宇都木稔、○
（ 故）山本哲也、焼津ライオンズクラブ、
ケ 小林宏旨、国際ソロプチミスト焼津、
アハウス秀水苑、中村商店、
ももちゃん農園、見崎平八、静岡銀行焼津黒 静岡銀行焼津黒潮会、
焼津モラロジー女性部、
静岡英和女学院同窓会焼
潮会、
石原諭、
カフェギャラリー夢蔵、匿名4件
津支部 山百合会、焼津市民生委員児童委員協議会、焼津地区労働者
福祉協議会、認知症家族会「めぐみの会」、焼津市重症心身障害児
（者）
●物品でのご協力
を守る会、焼津市手をつなぐ育成会、東益津地区民生委員児童委員協議
坂井美代子、松永ゑい、
シーラック㈱、鈴木政隆、鈴木みつ子、小長谷奏人、
会、大富公民館毛糸編み10㎝運動、焼津商工会議所女性会、NPO法人
太田ひとみ、村松茂、薮崎千恵子、焼津モラロジー園芸クラブ、焼津モラロ
パシフィックドルフィン、
NPO法人精神保健福祉焼津心愛会、NPO法人焼
ジー女性部、飯島麻衣、焼津福祉会 大石、㈲設計室タツロー、石山あや乃、
津育成の会 野いちご、焼津市身体障害者福祉協会視覚障害者部、
ちゃ
戸嶋光子、岡村勢、山崎一美、渡辺正恵、石田缶詰㈱、第6自治会女性部、
れんじクラブ、㈳ガールスカウト日本連盟静岡第19団、焼津地区更生保護
早川多鶴子、宮崎直美、
日比谷総合設備㈱、木野次郎、大井川図書館、
女性の会、焼津市ボランティア連絡協議会、焼津市陶芸クラブ、静清信用
社会教育課、生活安全課・市民協働課、伊東ルミ子、西澤忠弘、一照会、
金庫焼津支店、希望の輪売店、焼津市身体障害者福祉協会、一照会バ
多々良吉男、S.S、山口恒美、前島瑞恵、横山功、匿名
ザー、
会食給食サービスあじさいの会、㈳倫理研究所家庭倫理の会、焼津
物品内容…………………………………………………………………………………………………………
明るい社会づくり運動焼津地区協議会、孝道山マイ
トリー、焼
使用済み切手、使用済みカード、
ベルマーク、毛糸、
エコキャップ、人形、
おもちゃ、
カーナビ 市信用金庫、
（虹の家、
ワークすばる、
ゆたか、慈恵園、花・はな、
ゆりかもめ）
、八
１式、
プルタブ、
おもちゃ、
オムツ、尿取りパット、
おしりふき、
アルミ缶、衣類、
ミニバッグ、
ハン 津福祉会
木道夫氏を励ます会
カチ、
子供用ズック、
ハガキ

357件

7,298,127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。

【大井川支所】TEL 662－0610
＊心配ごと相談… ……………第2・4木曜日（13：00～15：30）

（祝日を除く）

（本会受付分：平成24年10月31日現在）

相談室の

【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）

ご案内

●東日本大震災義援金

焼津市社会福祉協議会 職員募集!!
①ホームヘルパー（訪問介護員）
②入浴スタッフ（男女） ③看護師
①：ご利用者宅へ訪問し、介護や家事援助をするお仕事です。
②③：ご利用者宅に入浴車でお伺いし、入浴サービスをする
お仕事です。
勤務日 週1日～（応相談）土・日に出勤できる方歓迎
1日2時間～（応相談）
勤務地 焼津市内ご利用者宅
資 格 ①ホームヘルパー2級以上 ②ホームヘル
パー資格あれば望ましい ③看護師
給 与 ①時給 1,080円～ ②時給 1,030円～
③時給 1,490円～
※土日祝日割増、訪問手当、賞与（年2回）あり↑

↑お問合せ 焼津福祉サービスセンター
TEL 627−0412

担当／佐藤・寺尾

＜大井川福祉サービスセンター＞

○ホームヘルパー（訪問介護員）
勤務日 週1日～
（応相談） 1日2時間～
（応相談）
勤務地 焼津市内（大井川地区）ご利用者宅
資 格 ホームヘルパー2級以上
給 与 時給 1,080円～
※土日祝日割増、
訪問手当、
賞与
（年2回）
あり
お問合せ 大井川福祉サービスセンター
TEL 662−0610 担当／横山・河村

＊どちらの募集も、
詳しくはお気軽にお問い合せください。

※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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