さしのべる 手にあたたかい おもいやり
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楽しく学 ぶ！

ふくしのススメ

はじめてのふくし体験や自由研究に。
私たちのまち焼津市には、
まだ知らないことがたくさんあるよ。
友だちや家族と一緒に、
さぁ、
聞いて、
感じて、
体験しよう！
【参加費】無 料
※Ａのみ材料費２００円がかかります
【持ち物】筆記用具、
水筒
※Ａはタオルとおじいちゃんかおばあちゃんの写真
（上半身が写っていること）
【申込み】
お電話でお申込みいただくか、
申込み用紙に必要事
項をご記入後、
提出してください。
（FAX可）
日

Ａ

時

８月７日（水）

① 9:30 ～ 10:30
② 10:30 ～ 11:30

Ｂ

８月８日（木）

Ｃ

８月９日（金）

D

８月 22 日（木）

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

内

容

おじいちゃん、おばあちゃん
いつもありがとう

～自分で描いた似顔絵をプレゼントしよう～

聞こえないことってどんなこと？
～ミニ手話講座～

看護学校ってどんなところ？
～いのちの大切さを考えよう～

はじめての点字学習

～オリジナルしおり作り～

［昨年の中部看護専門学校での様子］

会

場

対象 / 定員

総合福祉会館
ウェルシップ

小学生
２０人

総合福祉会館
ウェルシップ

小学生
２０人

中部看護専門学校

小学生～
中学生
２０人

大井川福祉センター
ほほえみ

小学生～
一般
３０人

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

h ttp:/ / www.yaizu-shakyo. or.jp
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 9 月19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!

社協ってなぁ～に？
社会福祉協議会（通称「社協」）は社会福祉法に基づき設置されており
「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の実現をめざし
ています。市民の皆様や福祉関係団体･施設、行政の参加と協力によって
地域福祉を進める民間の福祉団体です。

焼津市社協はこんなことをしています

～事業の一部を紹介します～

地域福祉の充実強化と活動推進

調査研究・啓発活動の充実

■ ふれあいネット活動の充実

■ 広報紙の発行（点字、声の広報）･

ひとり暮らしの「高齢者」や「障がい者」の不安を
解消するため、日常生活の中で、隣近所の方に「見守
り員」として協力をお願いし、組織的に見守り援助を
しています。

■ ミニデイサービス活動支援

家庭に閉じこもりがちな高齢者や障がい者に「仲間
づくり」「元気になってもらう」ことを目的に、地域
のボランティアによるふれあいサロン活動（ミニデイ
サービス）の支援をしています。

■ 日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な方が、地域において自立した生
活が送れるよう、支援員による福祉サービスの利用援
助や日常的な金銭管理の支援をしています。

■ 放課後児童クラブの運営

就労等により保護者が日中家庭にいない小学生を対
象として、授業が終わった後や夏休みなどの長期休み
のときに、遊びや生活の場を提供し、健全な児童育成
を図っています。

■ ハンディキャブ貸出事業

市内の身体障がい者や寝たきりの方などの生活圏の
拡大及び社会参加を促進するため車イス対応の福祉車
両の無料貸出をしています。

ホームページの充実

「社協やいづ」を全市民に配布し、社協の活動提供を
しています。 また、視覚障がいの方には、市の広報紙
を点訳と録音により情報提供しています。
さらに、社協のホームページを充実し、新しい情報を
すぐに発信しています。

■ ほほえみ夏祭り・福祉まつりふれあい広場の開催
「ほほえみ夏祭り」・「福祉まつりふれあい広場」で
は、市内の福祉施設やボランティアの協力により、子ど
もから大人までのだれもが楽しみながら福祉を感じるお
祭りとなっています。

市民の福祉活動拠点の充実

■ 焼津市総合福祉会館（ウェルシップやいづ）の運営

■ 焼津市大井川福祉センター（ほほえみ）の運営
■ 焼津市福祉老人センターの運営

在宅福祉の充実・高齢者福祉活動の推進
■ 高齢者福祉サービス事業

訪問介護・訪問入浴・居宅介護支援・デイサービスセ
ンターやすら樹・生きがいデイサービス（かもめ・ぬく森）

■ 障がい者福祉サービス事業
訪問介護・訪問入浴・移動支援

■ 地域包括支援センター事業

ボランティア活動の振興育成・
福祉教育活動の推進

（焼津市北部地区・大井川地区）
高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活していただ
くための相談や支援を行います。

■ 各種ボランティア講座・講演会の開催

「災害時ボランティアコーディネーター養成講座」
では、大規模災害が発生した際に支援に来てくれる
ボランティアの連絡調整役を養成し、想定される災害
に備えています。「傾聴ボランティア養成講座」で
は、ひとり暮らしで寂しい、施設に入所したが話し相
手がいない方などの、安心して話を聴いてくれるボラ
ンティアを養成しています。

■ 福祉教育の推進

「福祉教育実践校事業」では、市内全ての小中高等
学校に対し、学校で実施する福祉体験学習のお手伝い
や福祉に対する理解促進の支援をしています。
「ふくしのススメ」では、市民が講義や体験学習を
通じ、福祉について考え、安心して暮らせるまちづく
りを学ぶ機会となっています。

相談事業・援護事業の推進
■ 福祉心配ごと相談・ふくしなんでも相談の実施
日常生活で抱えている困りごとや家庭の問題など
相談員が親身になって相談に応じています。

■ 貸付事業の実施（小口福祉資金・生活福祉資金）
生活に困窮している方に対し資金の貸付事業を実施
しています。
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＜午後＞13：30 ～ 15：20
※１日２回上映、開場は 30 分前
【場

所】大井川福祉センター ２階大広間
（定員は午前午後とも２００人）

時】 ８月２２日（木）
＜午前＞10：00 ～ 11：40
＜午後＞13：30 ～ 15：10
※１日２回上映、開場は 30 分前

【場

所】 総合福祉会館 ３階 多目的ホール
（定員は午前午後とも３２０人）
主人公であるライオン・アレックスと仲間たち
が感動とスリルいっぱいの大冒険を繰り広げるア
ニメ映画の第３段です。指名手配されたアレック
スたちが逃げ込んだのは、おんぼろサーカス。新
しい仲間たちとサーカスを立て直しニューヨーク
公演にたどり着けるか！？ お
…楽しみください。
どなたでもご覧いただけますので、ご家族やお
友だちを誘って
みんなで見に来
てください。

【問合せ】 電話 627-2111
駐
※車場は、僅かし
かありませんので、
公共交通機関のご利
用をお願いします。

人間が知らないゲームの世界の裏側を舞台にした

？
…

どなたでもご覧いただ
けますので、ご家族やお
友だちを誘ってみんなで
見に来てください。

悪役はヒーローに
なれない…
でも、誰だって、
ヒーローになりたいんだ…

物語。人気ゲームの悪役たちが、お菓子の国を舞台
にしたレースゲームの世界に入り込んで奇想天外な
大冒険を繰り広げる。悪役キャラクター・ラルフの
願いはみんなに愛されるヒーローになること。ヒー
ローになろうとしたことから思わぬ騒動が巻き起こ
る。果たしてラルフは、本当のヒーローになること
ができるだろうか

【問合せ】電話 662-0610

【日

ウ�ルシ�プ映画会﹃マダガスカル３﹄

時】８月５日（月）
＜午前＞10：00 ～ 11：50

ほほえみ映画会﹃シ�ガ�・ラ�シ�﹄

【日

Ⓒ2012 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
Madagascar 3:Europe’s Most Wanted
Ⓒ2012 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

映画会の入場料 入場料は無料です。お家にある書き損じはがきや、使用済み切手があればお持ちいただき、
について
福祉活動にご協力ください。また、東日本大震災への義援金も募ります。
↑藤枝駅

↑島田市

吉田
IC

↑藤枝駅

東名高速道路

焼津 IC→

←浜松 IC

五味八珍

国道

[

大井川

→

大井川
庁舎

静岡市→

歩道橋

グランリバー

牧之原市

コスモ石油

１５０号
清水銀行
アプレシオ

とまとぴあ

〶

大井川
郵便局

自

衛

隊

静

浜

消防署
図書館

大井川
文化会館

電柱看板が
あります
しずぎん

しましん

基

地

大井川東小学校

焼津市大井川福祉センター

ほほえみ

←吉田町
↓大井川港

【日

時】８月 24 日（土）17：00～20：00
※雨天決行

【場

所】大井川福祉センターほほえみ 芝生広場
※雨天時は、センター施設内にて開催

【出演予定】大井川太鼓保存会、大井川保育園、
芙蓉会、その他出演交渉中！
【出店予定】やきとり、焼きそば、わた菓子、かき氷、
金魚すくい、おにぎり、おでん、和菓子、
ジュース、ポップコーン、ヨーヨーつり、
小さな工作コーナー、おもちゃ、フライ
ングディスク、輪投げ…など
※出演・出店の予定は、変更する場合があります。

3

今年で第 回を迎える「ほほえみ夏
祭り」です。今年も大抽選会を予定
しています。お楽しみに！

ちびっ子コーナーには
「ふわふわ」がくるよ！
お祭りの最後に
抽選会もあるよ！

10

4年度

決算報告

一般会計 収入

一般会計 支出

合計 373,064,559 円
経理区分間繰入金収入
5,824,000円
会計単位間繰入金収入
4,460,000円
受取利息配当金収入
2,162,512円
雑収入
9,399,546円
利用料収入
637,815円
自立支援費等収入
13,274,919円

合計 341,287,802 円
財務活動支出
3,807,000円

施設整備等補助金収入
490,000円
積立金取崩収入
24,733,956円

会費収入
21,446,400円

放課後児童クラブ事業
8,140,547円

寄附金収入
5,680,281円

移動支援事業
861,449円 老人デイサービス
センター事業
45,567,234円

経常経費補助金収入
44,896,794円

居宅介護等事業
22,118,451円

介護保険収入
131,404,271円

調査啓発事業
3,424,624円
企画助成事業
4,981,570円
地域福祉推進
事業
5,421,191円

福祉サービス利用援助事業
2,216,366円

受託金収入
74,070,008円

事業収入
2,250,975円
貸付事業等収入
282,380円
共同募金配分金収入
23,402,202円
負担金収入
8,648,500円

法人運営事業
87,939,752円

老人居宅介護等事業
36,842,166円

ボランティア活動事業
8,939,711円
共同募金配分金事業
24,201,079円
資金貸付金事業
251,680円
福祉老人センター事業
24,128,866円

居宅介護支援事業
35,565,959円
高齢者生きがい活動
支援通所事業
26,880,157円

収支差引残高 31,77 １6,757 円は次年度へ繰越

特別会計 収入
合計 196,511,329 円
雑収入
102,250円

特別会計 支出
合計 192,259,512 円

受取利息配当金収入
7,442円

介護保険収入
14,553,037円
事業収入
23,000円
地域包括支援センター事業
71,097,490円

総合福祉会館事業
76,144,170円

受託金収入
181,825,600円
大井川福祉センター事業
45,017,852円

収支差引残高 4,251,817 円は次年度へ繰越
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事業報告

平成2

～「福祉のまちづくり」を目指し、各事業を行いました～
平成２４年度の事業計画に基づき、会員（市民）の深い理解と協力を得るとともに、関係機関や
各種団体との連携を深め福祉のまちづくり推進のため、地域福祉活動・在宅福祉活動を中心に各種
事業を展開しましたので、事業報告・決算報告をいたします。

1 会員数及び会費
普通会費 		45,728 戸 18,294,400 円
特別会費		1,781 件 2,775,000 円
施設団体会費 26 施設 11 団体 377,000 円
合

計		

21,446,400 円

2 社協運営事業
◦三役会４回・理事会４回・評議員会
４回・支部長会４回を開催

3 地域福祉の充実強化と活動推進
◦ふれあいネット推進事業
◦ミニデイサービス活動支援事業
◦地域福祉推進地区活動援助
◦日常生活自立支援事業
◦福祉教育実践校の活動援助
◦ふくしのススメ
◦地域福祉促進助成事業

4

在宅福祉の充実・
高齢者福祉活動の推進

◦ホームヘルパー派遣事業
◦障害者訪問入浴サービス事業
◦北部地域包括支援センター事業
◦大井川地域包括支援センター事業
◦高齢者生きがい活動支援通所事業
（かもめデイサービス）
（ぬく森デイサービス）
◦会食方式給食サービス事業
◦配食方式給食サービス事業
◦介護用具展示事業
◦介護器具貸出事業
◦福祉老人センター管理運営

5 ボランティア活動の振興育成
◦ボランティアビューローの運営
◦ボランティア連絡協議会への支援
◦企業の社会貢献活動研究会
◦ふれあい広場でＰＲ活動
◦み～んなで野良菜園の開催
◦精神保健福祉ボランティアの活動支援
◦ボランティア勉強会
◦ふれあい交流事業
◦ふれあいキャンプの開催
◦ボランティア保険の加入促進
◦災害時ボランティア支援
◦傾聴ボランティア養成事業
◦養成講座・学習会の開催

6 相談事業・援護事業
◦社協相談室（心配ごと相談・ふくし
なんでも相談）の運営
◦であいｄｅパーティーの開催
◦貸付事業（小口資金・生活福祉資金
の貸付及び償還指導）
◦援護事業
◦火災罹災者援護
◦旅費欠乏者援護

7 障害・児童・母子活動
◦福祉関係団体 (16 団体 ) の活動援助
◦ハンディキャブ（福祉車両）の貸出
事業
◦おもちゃ図書館運営支援
◦点字・声の広報発行事業
◦放課後児童クラブ事業
（おおとみキッズ）
◦ふれあいツアーの実施

８ 調査・啓発活動
◦視察研修
◦広報紙の発行事業
◦社協やいづ年６回発行（全戸配布）
◦社協つうしん月１回発行（関係者向け）
◦ホームページの更新
◦第 42 回焼津市社会福祉大会を２月
１日に開催
◦第 31 回福祉まつり「ふれあい広場」
の開催
5

9 善意銀行の運営
◦善意銀行の運営
社会福祉活動寄附金（221 件）
5,680,281 円
◦物品寄付
使用済切手・書損じハガキほか

10 共同募金助成
◦赤い羽根共同募金
◦歳末たすけあい募金運動
◦低所得世帯への助成（在宅助成）
◦地域福祉活動事業への助成（地域
助成）
◦低所得者世帯児童生徒援護金
（入進学・卒業祝金）の助成

11 介護保険事業
【焼津福祉サービスセンター】
◦居宅介護支援事業
◦訪問介護事業
◦訪問入浴事業
【大井川福祉サービスセンター】
◦居宅介護支援事業
◦訪問介護事業
◦介護予防訪問介護事業
◦通所介護事業（やすら樹）
◦介護予防通所事業（やすら樹）

12 総合福祉会館管理運営
◦ご利用者 100 万人達成

13 大井川福祉センター管理運営
◦ご利用者 50 万人達成

14 東日本大震災復興支援
◦チャリティーフリーマーケットの開催
◦記録映画の上映会
◦被災地航空写真展の開催
◦義援金 37 件 424,575 円
（平成 24 年度分）

たくさんの善意を
ありがとうございました

●寄附金でのご協力

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25年4月24日～平成25年6月30日）
物品内容…………………………………………………………………………………………………

㈱田子重小川店お客様一同、宇都木稔、焼津モラロジー、美崎五郎歌謡教室、
大井川舞の会、赤い甍の会、士、鶯友会 松下富士男、三右衛門 獅子頭会、
見崎平八、黒澤賢次、㈱田子重西焼津店お客様一同、すずらん焼津みなみ園、
㈱東商、㈱東商ひまわり会、ダクタリ動物病院、匿名７件

シルバーカー、傘、衣類、毛糸、収入印紙、尿とりパット、ティッ
シュボックス、プルタブ、ベルマーク、ポット、使用済み切手、
書き損じハガキ、未使用切手、アルミ缶、エコキャップ、未使用
テレカ、その他

●物品でのご協力

ＮＴＴ退職者の会、青木、石山あや乃、一照会、稲森、遠藤卯男、大富地区民協、おおとも接骨院、高田路久、影田町内会女子中老会、浜
当目ミニデイサービス、小長谷笙・奏人、地域福祉課、生活安全課、日比谷総合設備㈱、平山房江、焼津モラロジー、山下美枝子、横山晴
美、㈱ハセガワ、㈲春川マリンパーツ、アサヒプリテック㈱、匿名 17 件

●東日本大震災義援金

（本会受付分：平成25年6月30日現在）

377件 7,411,726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。

【本
所】TEL 626 －0555
＊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
…………… 第2・4木曜日
（13：00～15：30）
＊福祉心配ごと相談
【アトレ庁舎】TEL 626 －0555
＊福祉心配ごと相談 …… 第1・3・5木曜日（13：00～15：30）

相談室の
（ご
祝
日案
を内
除
く
）

総合福祉会館開館１０周年記念イベント
総合福祉会館は、平成２５年５月２６日で開館１０周年を迎えました。記念すべき１０周年を盛大
に祝うイベントとして落語家の林家木久蔵氏をお迎えし、講演会（落語あり）を開催します。
どなたでも参加可能です。みなさんお誘いの上お越しください。
※駐車場は僅かしかありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。
【日 時】８月３日（土）１３：３０～１５：００
【場 所】総合福祉会館 ３階 多目的ホール
【講 師】落語家 林家木久蔵 氏
【内 容】「木久蔵流・笑うが一番！」をテーマに講演６０分。落語３０分。
【定 員】２５０名（先着） ※入場無料（申込不要、直接会場へお越しください）
【問合せ】焼津市社会福祉協議会（庶務・会館係）６２７－２１１１
【その他】手話通訳・要訳筆記あり

焼津市社会福祉協議会
［募集職種］事務職員 ［雇用形態］正職員
［仕事内容］協議会内での事務全般
［学
歴］高校卒以上
［資
格］普通自動車免許（ＡＴ可）
社会福祉士、社会福祉主事、
簿記検定３級以上 あれば尚可

職員募集

［募集年齢］不問
［募集定員］１人
［勤 務 地］焼津市 ［勤務時間］8:30 ～ 17:15
［休日休暇］土日祝他 年末年始休暇
［給
与］当協議会の規定による
［申込締切］平成 25 年 8 月 30 日（金）当日消印有効
［問 合 せ］焼津市社会福祉協議会 TEL621-2941

※広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。

ソフト整体

第148号 6

