新年のごあいさつ

会長 中野弘道
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新年あけましておめでとうございます。謹んで
年頭のご挨拶を申し上げます。

昨年中は市民の皆さまをはじめ、自治会関係者

の皆さま、民生委員児童委員の皆さまや大勢の福

祉関係者の皆さまのご尽力により、焼津市社会福

祉協議会の事業が円滑に実施できましたことを深

く感謝申し上げます。また、社協会費や赤い羽根・

歳末たすけあい募金には格段のご協力を賜り、誠
にありがとうございます。

昨年３月に発覚した元職員の不祥事につきまし

ては、行政と連携し、事件発覚後から速やかに、

職員が一丸となり再発防止策等の実施に取り組ん

でまいりました。皆様にお示しした再発防止策に

つきましては、全て実施してまいりましたが、現

在、有識者による焼津市社会福祉協議会改革検証

特別委員会にて内容を検討していただいておりま

す。今後も委員の皆様のご意見を参考に更なる改
善に努めてまいります。

さて、本会では焼津市地域福祉活動計画に基づ

き、更なる地域福祉の充実強化と活動推進のため、

地域の皆様や関係団体との連携を深め、公的制度

では対応しきれない細やかな地域福祉事業を実施

しています。今後も「ふだんのくらしのしあわせ」

を基本理念に誰もが安心して暮らすことのできる

まちづくりを地域の皆様とも推進してまいりたい
と思います。

この一年がより佳き年になりますよう心よりご

祈念申し上げまして、年頭のごあいさつといたし
ます。

次回の発行は…平成26年 1 月17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3丁目2-2
TEL 621－2941／FAX 626－0573
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp

大井川支所

所

本

社会福祉法人
焼津市社会福祉協議会

▼

写真：杉山行生さん
ほのぼの写真展会長賞「波頭の先に」

h ttp:/ / ww w .yaizu-shakyo.or.jp
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社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

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。

【日時】 平成26年２月４日㈫ 13:00 開場
【会場】 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

記念講演に日本テレビ系列「行列ができる法律相談所」に
出演中の弁護士、菊地幸夫氏を講師にお招きします。

※入場無料、どなたでも入場できます。

「出会いの人生から学んだこと」 …講師 菊地 幸夫
【弁護士】

氏

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

第36回 静岡県ボランティア研究集会
今

わたしが

あなたができることは？

－みんなでやらざあ

焼津のまちから

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。
9：45
10：00
10：30
12：00
13：00

16：00
16：45

夢づくり－

日時：平成２６年２月９日（日）
１０：００～１６：４５
会場：焼津文化会館大ホールほか
参加費：（一般）１, ０００円 （学生）５００円
申込み：所定の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

オープニング「みなと群舞」
開会式・オリエンテーション
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）
オリエンッテーション・移動・昼食
分科会（８分科会）
８つの分科会に分かれテーマに基づき話し合いや情報交換を通して、互いのボランティア活動の学習と
ボランティア同士のネットワークづくりを図ります。
第１分科会 ボランティア仲間を増やしたい！ - どうしたら無関心な人を活動に誘えるでしょう？ 第２分科会 ご存じですか？ボランティア活動の歴史。活動のこれからを見つめよう
第３分科会 考えてみませんか 子ども・若者の貧困・格差
第４分科会 集まれ！若者世代のボランティア - みんなで話そう！ 第５分科会 いま“ご近所福祉”を考えよう ～大災害・超高齢化社会の到来に備えて、私たちはどう暮らしあっていく～
第６分科会 東日本大震災 あの時と今
ドキュメンタリー映画「PRAY FOR JAPAN」上映とお話
第７分科会 障がい者が高齢を迎える時 ～私たちができること～
第８分科会 高齢者の生活を支える ～一人一人の持つ力を活かすためにも～
〆切
全体会 焼津高等学校書道部によるパフォーマンス
1/20（月）
閉会

【問合せ】特定非営利活動法人
TEL 255-7357

静岡県ボランティア協会

FAX 254-5208

※定員になり次第
〆切ります。

e-mail：evolnt@mail.chabashira.co.jp
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ふくしのススメ
〜春の講座〜

楽しく
学ぶ！

映 画会

セラピー犬って？
悲しい気持ちになったとき、家や学校にいる動物
に話しかけたことはありませんか？返事はなくて
も、そのぬくもりにふ
れるだけで、
心が
「ほっ
と」したことはありま
せんか？そばにいるだ
けで安心と希望をくれ
るセラピー犬とふれあ
いましょう。
【日 時】３月１日（土）10：00 ～ 11：30
【会 場】総合福祉会館 多目的ホール
【対 象】小学４年から６年生とその保護者
【定 員】２０組（子どものみの参加可能）
【参加費】無料
【協 力】日本動物病院福祉協会「サークルノア」
【問合せ】焼津市社会福祉協議会
TEL 621-2941

焼津を知って 防災講演会
焼津を守ろう！
いつどこにでも起こりうる災害、私たちの生命と
財産を守るためには、平時から地域住民一人ひとり
が災害を正しく理解し、災害に対応できる知恵を身
につけ、相互に助け合う意識を育むことが求められ
ます。この度、静岡大学防災総合センター教授牛山
素行氏と岩手県山田町社会福祉協議会復興支え愛セ
ンター所長阿部寛之氏を講師に迎え、焼津という地
域の特色を知り防災を考え、山田町社協を例に発災
時のボランティアコーディネーションを中心とした
拠点活動の体制や仕組づくりについて講演を行います。
【日

時】２月１５日（土）
９：００～１２: ００
【会 場】総合福祉会館
多目的ホール
【対 象】災害・防災・ボランティアに興味のある方
１００人（先着順）
【参加料】無料（電話でお申込みください）
【申込み・問合せ】焼津市社会福祉協議会
TEL 621-2941
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黄色い不思議な生物が話題となり、大ヒットを記
録した『怪盗グルーの月泥棒』の続編。今は平和に
暮らす主人公グルーが、誘拐されたミニオンたちの
救出にあたる勇姿を描き出す。キュートなキャラク
ター、ミニオンたちが大活躍する軽快な物語です。
おたのしみに !!
【日 時】３月２６日（水）
１回目 １０：００～
２回目 １３：３０～
※上映時間９８分
１日２回上映
※開場は３０分前
【会 場】総合福祉会館
多目的ホール
【入場料】無料
【問合せ】焼津市社会福祉協議会
TEL 627-2111
(C)2013 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.

※お家にある書き損じハガキや使用済み切手があれば
お持ち下さい。

平成 25 年度

焼津市家族介護者教室

『介護うつ』予防講演会
在宅介護をしている介護者の約４人に１人が「う
つ状態」と言われています。気づかないうちに、こ
ころのバランスを崩していませんか？
『介護うつ』を正しく知って、予防する工夫を臨
床心理士から学びましょう。どうぞお気軽にご参加
下さい。
【テーマ】
「介護うつ～ 知る、気づく、対処する」
【講 師】松澤広和先生（慶成会老年学研究所）
【開催日】２月２３日（日曜日）
１３：３０ ～ １５：３０
【会 場】大井川公民館（焼津市宗高 900）
【対象者】焼津市内在住の６５歳以上の高齢者を介護
するご家族、または介護に関心のある方
【参加費】無料
【申込み】焼津市大井川地域包括支援センターへ電
話で申し込み下さい。
TEL 664-2700
主催
共催

焼津市大井川地域包括支援センター
大井川公民館

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。
◎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。
◎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。
◎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。
◎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

んの
た くさ

TEL 621-2941

ご応募ありがとうござい ま し た

！

ほのぼの

「ほのぼの写真展」に122作品の応募がありました。厳正なる審査の結果、
会長賞1点、
部門賞各1点、

「なに？なに？」
青野みゆきさん

「きのこにウットリ♡」
小川佳暖さん

ウェルシップ賞

「大好き」
青島 花さん

ウェルシップ賞

ウェルシップ賞

「波頭の先に」
杉山行生さん

部門賞（富士山部門）

部門賞（一般部門）

社協会長賞

ウェルシップ賞3点が選ばれました。おめでとうございます。

「雲海彩る」
四ノ宮勝司さん

「本栖湖の逆富士」
吉川 始さん

第151号 4

と こ ろ

身近な地域で活用されています！
愛ちゃん

と

今年度も、共同募金運動にあたたかい
ご理解とご協力をいただきありがとうご
ざいました。集められた募金は、市内で

希望くん

も活用されてい

〜 私たちにできること。〜

ます。市内での

赤い羽根共同募金

助成先の一部を
紹介します。

★ボランティアグループ、福祉団体
等への支援により、お年寄りや障
害を持つ方たちを支えています。

■視覚障害者用音訳パソコンの整備

■一人暮らしのお年寄りへ贈り
物を作り、訪問する活動。

■防災用トランシーバー
★地域の防災設備が充実することに
より、災害時の地域住民の安心・
安全を確保することができます。

■防災倉庫棚の設置

■ミニデイ用マイク
★お年寄りが、ミニデイサービス
（市内59 ヶ所で開催）に参加しや
すくなるような環境づくり。

■ミニデイ用レクリエーション道具

■ミニデイ用座いす

■簡易トイレ

共同募金助成金「申請」の説明会を４月に開催します。
案内をご希望の方は、事務局まで
【募金運動に関する問い合わせ】焼津市共同募金委員会

６２１－２９４１

★助成は、県共同募金会による助成と焼津市社協による助成を合わせて紹介しています。
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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

山田光一（故山田兼吉様のご遺志による）、花康㈱、片瀬建設㈱、和田地区民生委
員児童委員協議会、㈱田子重、宇都木 稔、㈱東商ひまわり会、港地区民生委員
児童委員協議会、東益津地区民生委員児童委員協議会、ＪＡ大井川大村支店女性
士、民生委員高
部、藤美会、焼津第２地区民生委員児童委員協議会、辻 政義、○
齢者部会、焼津市消費者連絡会、やいづおもちゃ図書館来館者、ギャラリースペー
スＫ 近藤廸男、平出きり、㈱東商、黒澤賢次、小藪よし、見崎平八、焼津市民
生委員児童委員協議会生活支援部会、Ｒ・Ｋ、本間三郎、山崎幸子、匿名８件

●物品でのご協力

有ヶ谷志げ子、
泉 静、
大井川西幼稚園、
環境生活課、
静岡県退職公務員連盟志太支部、
スタジオ リルーセント、竹内道子、谷沢はる美、渡仲逸男、中村幸子、東益津地
区地域福祉推進委員会、福村宜子、巻田時雄、宮崎康雄、生活安全課、横山亜紀、
焼津モラロジー女性部、焼津ライオンズクラブ、飯塚和男、近藤廸男、生活支援わ
おん、文明堂、山下美枝子、焼津地区自家用自動車協会、焼津民主商工会、山本香真、
苅米 弘、小野田悦子、八木武義、増田昭二三、㈱協和不動産、匿名 20 件

物品内容 ………………………………………………………………

エコキャップ、プルタブ、使用済みテレカ、未使用切手、使用済み切手、未使用
ハガキ、書き損じハガキ、ベルマーク、おもちゃ、絵本、マフラー、ティッシュ
ＢＯＸ、毛糸、タオル、もち米、ゼンリン地図（焼津市・旧大井川町）
、詰合せお
菓子、米、その他

●東日本大震災義援金
●東日本大震災義援金

（本会受付分：平成25年12月24日現在）
（本会受付分：平成25年4月30日現在）

7,359,793
件件
円 円
389364
7,477,043
※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。

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 11 月 1 日～平成 25 年 12 月 24 日）

第32回

職
種
勤務時間
休
日
勤 務 地
資

格

敬称略、順不同（11月1日～ 12月24日）

焼津福祉会（ワークすばる、虹の家、生活介護「ゆたか」
、生活介護「ゆ
りかもめ」
、焼津市立養護老人ホーム「慈恵園」
、花・はな）
、さわやか
クラブやいづ連合会、焼津市竹工芸クラブ

おおいがわフェア

寄附のご協力

高熊住江、森田カツエ、中川みよ子、村上信子、岡村清美、朝比奈好乃、
杉本和子、増田さち江、榊原里美、榊原祥枝、川村かつ江、松浦まつ代、
小原幹、池谷幸子、友田厚恵、すずきこうし、中村成子、岩崎恭子、大
井川花子、氏家光子、濱田修代、藤野たか江、松永ゑい、小長井かな江、
ます田さつき、秋元伝恵、萩原静代、榊原和子、池谷信子、大石菊江、
杉山たつ江、鈴木明子、白石輝子、塚本鋭子、小島富士栄

お菓子いただきました！
焼津ライオンズクラブ様から、お菓子の
詰め合わせを寄付していただきました。
地域の子育てサロンへお届けしました。

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
業務内容

福祉まつり「ふれあい広場」の寄附のご協力

焼津市大井川福祉センターの受付
業務及び事務作業の補助
一般事務（臨時職員）
８：３０～１７：１５
土曜日・日曜日・祝日
12月29日～１月３日
焼津市大井川福祉センター
焼津市宗高５７２－１
高卒以上、普通自動車免許、ワー
ド・エクセルのできる方

給
与
募集人数
申込方法
申込締切
そ の 他

お問合せ

職員募集
日給６，
２４０円（通勤手当あり）
１名
履歴書を１部提出して下さい。
２月７日（金）当日消印有効
申込締め切り後、面接を行います。
※申込者多数の場合は書類選考を行い
ます。面接日は後日連絡します。
焼津市社会福祉協議会 大井川支所
〒421-0205 焼津市宗高５７２－１
TEL ６６２－０６１０

※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

女性向けに「マタニティ整体」、
「産後整体」も実施中です！
土・日・祝日でも営業しています

054-689-3279
第151号 6

