さしのべる 手にあたたかい おもいやり
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根共同募金」運動
羽
い
「赤 街頭キャンペーン

10月1日から始まった共同募金運動の街頭キャン
ペーンをスーパー田子重登呂田店、ザ・コンボグラン
リバー店（10月１日）とふれあい広場会場内（10月
20日）で実施しました。

募金額計

４２, ０４５円

・田子重登呂田店
6,399円
・ザ・コンボグランリバー店 8,429円
・ふれあい広場
16,465円
・ふれあい広場共同募金ブース（一照会）
10,752円

■田子重
登呂田店にて
キャンペーンには、
共同募金委員会委員、
焼津高校、大井川高校の生徒そして、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
域福祉事業等に助成されます。

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:/ / ww w .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26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!

第43回 焼津市社会福祉大会
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。

入場料：無料
どなたでも入場できます

【日時】 平成26年２月４日㈫ 13:00 開場
【会場】 焼津市大井川文化会館ミュージコ
【式典】 １３: ３０～１４: ３０
【記念講演】１４: ４０～１６：００

「出会いの人生から学んだこと」…講師 菊地 幸夫

氏

【弁護士】

【講師プロフィール】
昭和56年 中央大学法学部法律学科卒業
昭和59年 司法試験第２次試験合格
昭和60年 司法修習生
昭和62年 司法修習終了、弁護士登録
平成15年 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
平成20年 社会福祉法人練馬区社会福祉事業団理事
【テレビ出演】
平成19年から日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演
平成23年から日本テレビ「爽快情報バラエティー スッキリ‼」に出演
主催
後援

焼津市・焼津市社会福祉協議会
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

【運動期間】12 月１日 ～ 31日

なでささえあうあったかい地域づくり ～
～ みん

● 地域では・・・
地域住民による餅つき大会

● 保育所や障害者施設では・・・

（写真上）
一人暮らし高齢者等への友愛訪問
（写真下）
幼稚園児と高齢者の交流会

クリスマス会（写真上）、新年会
障害を持つ方と地域の人たちとの

等

交流等

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、
皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
第150号 2

10月20日に総合福祉会館にて、第32回福祉ま
つり「ふれあい広場」が開催され、80団体が参加、
それぞれが特色ある催し物に5,000人の来場者を
迎え、大変な賑わいとなりました。
今回も皆様のご協力によって素晴らしいふれあ
いの場を開催することができました。

たくさんのご寄付ありがとうございました。
ご寄付については最終６頁を御覧ください。

楽しく
学ぶ！
家族で迎える冬のイベント 作品づくり
ミニ門松作り

クリスマス用ミニガーデン作り
日

時

参加費
講 師

１２月 ７日（土）
10：00 ～ 11：30
１, ０００円（１組）
グリーンアドバイザー志太の会

クリスマスといえば、ツリーですよね。小さ
なツリーのようなコニファーという植物に飾り
付けし、ミニガーデンを作ってみませんか？
大切に育てたミニガーデンで、家族そろって
クリスマスを楽しみましょう !!

日

時

１２月２１日（土）
9：30 ～ 11：30
参加費 ５００円（１組）
講 師 竹工芸クラブ
正月の門松には、１年の幸福を授けてくれる
という「年神さま」が、家に降り立つための目
印としての意味があります。松は「待つ」にも
つながり、竹は冬でも色濃く、まっすぐに伸び
る節があることから、けじめの意味も込められ
ています。そんな思いで作った門松で家族そ
ろったお正月を迎えましょう。

※小学生以上
■対   象：親子又は祖父母と孫のペア
※定員になり次第締め切り
■定   員：２０組
■会   場：焼津市総合福祉会館
■申込み：申込み用紙にご記入いただくか、お電話でお申し込みください。
■問合せ：焼津市社会福祉協議会 TEL 621-2941 FAX 626-0573
3

平成25年度
第

３回

★

★

であい de パーティー

素敵な
‘であい’
探し♪楽しいひとときを一緒にすごしませんか？

★

★

日時♥ 平成２６年１月２４日（金）
１８：３０～２１：３０

参加資格 結婚を真剣に考えている独身の男女
（年齢は開催日を基準とする）
♠男性20～40歳（市内在住又は在勤）
♥女性20～40歳（市外在住者も可）
定
員 男女各20名
※応募者多数の場合は抽選の上、決定
会
費 4,500円
問 合 せ 焼津市社会福祉協議会
TEL 621-2941 FAX 626-0573

第35回ボランティア研究集会
静岡県内でボランティア活動・市民活動に関心
を持つ人たちや実際の活動に参加している人たち
が一堂に会し、情報の交換や話し合いを通してお
互いの活動に関する学習とボランティア同士の
ネットワーキングの機会を積極的につくることを
目的に開催します。
日
会

時
場

テーマ

平成26年2月9日（日）10:00～16:45
焼津文化会館 大ホールほか
焼津市三ケ名1550番地
今私ができることは？
ーみんなでやらざあ 焼津のまちから夢づくりー

内

容 ①基調講演「生きていく。いのちの輝きを支えて」
講師 内藤いづみ氏（在宅ホスピス医）
②テーマ別分科会（８つ）
③全体会
（焼津高校書道部 パフォーマンス）

参加費

一般

１,０００円

学生

５００円

申込み

所定の参加申込書に必要事項をご記入の
上、
静岡県ボランティア協会まで

問合せ先
特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
TEL 255-7357 FAX 254-5208
E-mail evolnt@mail.chabashira.co.jp
社会福祉法人焼津市社会福祉協議会
TEL 621-2941 FAX 626-0573

★

会場♥ ゲストハウスリッチモンド

焼津市小屋敷３８５（西焼津駅前）

申込期間 12月9日
（月）
～12月27日
（金）
必着
申込方法 申込書に必要事項を記入し、直接事
務局へ提出するか郵送またはFAX
でお申し込みください。
申込書は、焼津市社協窓口または
ホームページからダウンロードでき
ます。
参加の可否は、開催１週間前を目途
に郵送でご案内します。

ほのぼの写真展
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。

作品募集!!

募集期間 11月1日(金)～12月9日(月)
展示期間 12月11日(水)～12月27日(金)
テ ー マ 「私のベストショット！」
①一般部門
ベストショットならなんでもＯＫ。
②富士山部門
（世界遺産登録記念）
富士山の写真を募集します。
（人物が一緒に写っていても可）
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又は郵送して下
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、
データでの応募は対象外。
◦人物の場合、
必ず被写体本人の承諾
を得て下さい。
◦作品は返却しますが、
破損等の責任
は負いません。
ウェルシップ賞などの各
そ の 他 社協会長賞、
賞あり。
応募者全員へ記念品あり。
問合せ･応募先 焼津市総合福祉会館 TEL 627-2111
〒425-0088 焼津市大覚寺３丁目２－２
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会食サービスボランティアあじさいの会は、
70歳以上の一人暮らしの方に、月１回各公民
館にて手づくりのお弁当で会食を行っています。
一人暮らしの方は温かい手料理を食べる機会が
少なくなりがちですが、ボランティアの皆さん
が調理した四季折々の温かい手料理を楽しく召
し上がっていただいています。
会食を通して閉じこもりの防止、参加者同士
のふれあいを目的に行っている活動で、地域の
連帯を深めています。
地
区
焼津南地区
焼津北地区
豊田地区
小川地区
大富地区
港地区
和田地区
東益津地区
大井川地区
大村地区

～ボランティア募集～

下記地区で活動してくれるボランティアさんを
募集しています。人とふれあうことや料理が好
きな方、焼津市社会福祉協議会までお問い合わ
せください。
～ボランティアさんを募集している地区～
「大富地区（毎月第２金曜日）
」
「小川地区（毎月第３金曜日）
」
「大井川地区（毎月第２木曜日）
」

会食会場および開催日
焼津公民館（第３金曜日）
焼津公民館（第３水曜日）
豊田公民館、第８自治会公会堂（第３水曜日）
小川公民館（第３金曜日）
大富公民館（第２金曜日）
港公民館（第２水曜日）
和田公民館（第２火曜日）
東益津公民館 ( 第３金曜日 )
大井川公民館（第２木曜日）
大村公民館（第２木曜日）

ほほえみ映画会

地区民協

焼津第１
焼津第２・３
豊田
小川
大富
港
和田
東益津 ( 八楠、大覚寺含む )
大井川（南、東、西）
大村

の開催のおしらせ

春に上映された「モンスターズユニバーシティー」が
大井川福祉センターにやってくる！

日

時

会 場
入場料
問合せ

5

12月26日（木）
１回目 １０：００～
２回目 １３：３０～
※上映時間110分 １日２回上映
※開場は30分前
大井川福祉センター２階大広間
無料

※お家にある書き損じハガキや使用済み
切手があればお持ちください。

焼津市社会福祉協議会
TEL 662-0610

大井川支所

幼い頃から“怖がらせ屋”になることを夢見る
マイクは、努力して、超難関といわれる、モンス
ターズ・ユニバーシティの怖がらせ学部に入学す
る。しかしマイクには“かわいすぎる”という致
命的な欠点が…。
そこで出会ったのは、誰がみても怖がらせの才
能にあふれるサリー。見た目も性格も正反対の２
人は、なぜ最恐の“怖がらせ屋”コンビになった
のか？その秘密は、2人が大学で引き起こしたモ
ンスター界最大の事件に隠されていた…。

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

●物品でのご協力

青木陽子、一照会、大石昌男、大富地区民生児童委員協議会、岡村勢、岸本鈴江、
小長谷笙・奏人、シーラック㈱、曽根 巍、遠又尚、豊田公民館、中島正、萩原
勝司、日比谷総合設備㈱、山下美枝子、大井川西幼稚園、大富屋旅館、影田町内
会女子中老、小森陽子、四ノ宮政代、田村文子、焼津モラロジー女性部、渡仲逸
男、匿名13件

物品内容 ………………………………………………………………

エコキャップ、プルタブ、使用済みテレカ、使用済み切手、書き損じハガキ、
未使用切手、ベルマーク、ティッシュ BOX、毛糸、臼、杵、健康クッション、
その他

（本会受付分：平成25年10月31日現在）
（本会受付分：平成25年4月30日現在）

件
7,359,793
件  7,473,375
円 円
386364
※本会で受付けました義援金は、全額、
※本会で受付けました義援金は、全額、静
静岡県共同募金会へ送金しています。
岡県共同募金会へ送金しています。

敬称略、
順不同
（平成 25 年 9 月 1 日～平成 25 年 10 月 31 日）

第32回

焼津黒潮会、焼津市ゴルフ連盟、焼津市吟剣詩舞道連盟、静岡県仏教婦人会、
あずま流銭太鼓、企業の社会貢献活動研究会、㈱田子重（スーパー田子重小川
店）、永井 績、見崎平八、中村商店、若松会、大橋わか、カフェギャラリー夢蔵、
鬼丸夏代、黒澤賢次、宇都木 稔、かもめデイサービス利用者一同、士、もも
ちゃん農園、匿名 ６件

●東日本大震災義援金
●東日本大震災義援金

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。

福祉まつり「ふれあい広場」の寄附のご協力

敬称略、順不同（10月31日現在）
焼津市民生委員児童委員協議会、焼津信用金庫、一照会、焼津さかなセン
ター、静岡銀行 焼津黒潮会、焼津モラロジー女性クラブ、焼津ライオン
ズクラブ、静清信用金庫 焼津会、企業の社会貢献活動研究会、焼津市ボ
ランティア連絡協議会、片瀬建設㈱社会貢献委員会、焼津市重症心身障害
児(者)を守る会、大富公民館毛糸編み10㎝運動、国際ソロプチミスト焼津、
志太地区労働者福祉協議会、静岡英和学院同窓会焼津支部 山百合会、焼
津商工会議所、明るい社会づくり運動焼津地区協議会、東益津地区民生委
員児童委員協議会、
倫理研究所「家庭倫理の会」焼津支部、
焼津南ロータリー
クラブ、焼津ロータリークラブ、認知症家族会「めぐみの会」
、焼津市更
生保護女性の会、交流会 四季悠々、八木道夫氏を励ます会、焼津市陶芸
クラブ、焼津民主商工会、会食サービスあじさいの会、孝道山マイトリー、
焼津市手をつなぐ育成会、ガールスカウト静岡県第19団、ＮＰＯ法人パシ
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
焼津育成の会 野いちご、希望の輪売店、なすび、焼津市障害者福祉協会
視覚障害者部、しらさぎの郷、焼津市障害者福祉協会、一照会 手芸品バ
ザー分、ちゃれんじクラブ

相談室の
【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） 祝 ご
日案
【大井川支所】TEL 662－0610
を内
＊心配ごと相談……………第2・4木曜日（13：00～15：30）
除
【アトレ庁舎】TEL 626－0555
く
）
＊福祉心配ごと相談……第1・3・5木曜日（13：00～15：30）

焼津市社会福祉協議会 地域包括支援センター
雇用形態
職務内容

募集人員
必要資格
給
与

正職員
地域包括支援センターでの介護予
防業務、相談業務、介護予防プラ
ン作成など
１名
保健師、地域経験のある看護師
172,200円～ 216,400円
（前歴換算有り）

勤務時間
休
日

月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:15
土・日・祝・年末年始

待

遇

勤 務 地
そ の 他

職員募集

交通費規定支給、有給休暇あり、社会
保険加入、賞与（25年度 3.95ヵ月）
焼津市内
勤務開始日は平成26年4月1日

問合せ・申込み
焼津市北部地域包括支援センター
（高齢者総合相談・日常生活支援事業等）
社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
焼津市大覚寺三丁目２－２（焼津市総合福祉会館）
TEL 054-627-0412 http://www.yaizu-shakyo.or.jp/

※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

054-689-3279
第150号 6

