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企業の社
会貢献活動研究会
参加企業募集＜＜　　　　　　　　　　　　＞＞

企業の社会性を高めるということは、現代企業の重要な経営課題です。

　｢企業の社会貢献活動研究会｣ は、企業と
しての社会貢献活動、社会人として求められ
る地域貢献活動により、企業と地域が共に歩
む ｢福祉のまち｣ を目指して、平成８年から
活動をしています。複数の企業が連携し、知
恵と力を出し合いながら、地域社会に貢献す
ることは、地域にとっても、活動に参加する
企業にとっても大きな効果をもたらすことが
期待されます。地域に密着した社会貢献活動
をとおして、地域も企業も元気になることが
私たちの願いです。
　市内の企業・団体の皆様、私たちと一緒に
楽しく活動しませんか？

企業としての社会貢献活動、および社会人としての地域参加活動について
さまざまな立場からの意見により研究討議をし、実践と情報提供をする。
また、相互理解によるネットワークづくりを考えていく。

企業の社会貢献活動研究会は現在13の企業及び団体で構成されています。（平成25年度会員）
㈱アンビ・ア、 山本特殊設備㈱、片瀬建設㈱、建電㈱、サッポロビール㈱静岡工場、ＪＡおおい
がわ焼津支店、東海造船運輸㈱、㈱東商、㈱法月電設、焼津漁業協同組合、焼津商工会議所、
焼津信用金庫、（福）焼津福祉会　　◆問合せは、下記の焼津市社会福祉協議会本所まで。　

・加盟企業間の意見、情報交換会や社会貢献活動に関する勉強会
・み～んなで野良菜園の運営、「福祉まつり」ふれあい広場へ参加等

◆主な活動

◆活動の目的

み〜んなで野良菜園
植えるネットワーク

企業・市民

ボラン
ティア

植付け、手入れ
収穫祭のお手伝い

参加・交流

研究会

研究会
ＯＢ会

植付け、手入れ
収穫祭のお手伝い
日常の手入れ

野良菜園開催

参加企業から
研究会への協力

収穫・収益を
福祉に活用

やらざぁえん
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【日　時】　5月 8日（木）、15日（木）、22日（木）
　　　　　時間はどの日程も9:00 ～ 16:30（予定）

【行　先】　静岡県立美術館～日本平動物園
【対　象】　焼津市内在住の60歳以上の方で、身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳を所持する方、日帰りでのバスツアーが
体力的に可能な方とその介助者。

　　　　　※介助者がいない場合はご相談ください。
【定　員】　各日程８組16名
　　　　　（対象者1名につき、介助者1名）

【参加費】　1組3,000円（入場料・昼食代・保険代含む）
【申込方法】　申込用紙に必要事項を記入し、下記申込
　　　　　先に提出してください。
　　　　　※FAXでの申込み可

【申込締切】　４月17日（木）
　※申込み多数の場合は、調整させていただきます。

【申込み】　焼津市社会福祉協議会
　〒425-0088　焼津市大覚寺3丁目2-2　TEL621-2941

　安心してボランティア活動をしていただくために
様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。年
度ごとの更新になりますので、忘れずご加入をお願
いします。

◆加入は焼津市社会福祉協議会まで

　新しく誕生したボランティアグループ
です。使用済み切手や書き損じハガキ、
ベルマークなどを仕分けし、福祉事業や
学校設備充実に生かしていただくボラン
ティア活動です。
和気合い合いと活動を行っています。

●活動日／毎月１回不定期
　　　　  メンバーで相談します
●場　所／総合福祉会館
　　　　　１Ｆふくしの広場

　壊れたおもちゃを無料で修理するボラ
ンティアグループです。先日、修理件数
が千件を突破しました。子供たちの笑顔
のためにと活動を続けています。
　おもちゃの修理を行う「医師」や「看
護師」を募集しています。
　資格は必要ありません（工作などが好
きな方）
●活動日／毎月第２日曜日 
　　　　　10:00 ～ 15:00
●場　所／総合福祉会館
　　　　　１Ｆふくしの広場

　おもちゃ遊びをとおして、障害のある
子もない子も、共に遊べる場を提供する
ボランティア活動です。
　同じ空間の中でおもちゃ遊びを通し
て、交流し育ちあう場となっています。

●活動日／毎月第２日曜日 
           10:00 ～ 15:00
●場　所／総合福祉会館
          １Ｆふくしの広場

　障害を持つ方の社会参加の促進を目的
に社協のハンディキャブ（車椅子ごと乗
車可能な自動車）を運転・操作するボラ
ンティア活動です。利用者が運転者を確
保できないときに活動します。オートマ
チック車の運転ができれば大丈夫！
おおむね70歳までの運転に自信のある
方。男女は問いません。

●活動日／利用者の希望する日
         （要普通運転免許）

◆
問
合
せ
は
、
焼
津
市
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
。

地
域
で
は
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
‼

ボランティア活動保険

保険金の種類 Ａプラン Ｂプラン

死亡保険金 1,200万円 1,800万円

後遺障害保険金 1,200万円 1,800万円

入院保険金日額 6,500円 10,000円

手術保険金 手術の種類に応じて入院保険金
日額の10倍、20倍、40倍

通院保険金日額 4,000円 6,000円

賠償責任保険金 5億円 5億円

年間保険料
基本　300円 基本　450円
天災　460円 天災　690円

Hand in Hand（ハンド イン ハンド）

おもちゃ病院 Yaizu

やいづおもちゃ図書館

運転ボランティア

ふれあいツアーふれあいツアー
参加者募集!!

　普段なかなか外出できないという60歳以上で
体が不自由な方、日帰りバスツアーで、
お出かけしてみませんか? 
日程を３日ご用意しましたので、
都合の良い日でお申込みください。
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【日　程】　各回とも9：30 ～ 12：00頃の予定
　　　　　開園式と植え付け  ……　5月17日（土）
　　　　　手入れ会  ………………　7月19日（土）
　　　　　収穫祭と閉園式  ………　9月27日（土）
　　　　　※生育状況や天候により、日程の変更があります

【会　場】　大井川福祉センターほほえみ（隣接する畑）
【対　象】　焼津市民（子どもからお年寄りまで誰でも参加できます）
　　　　　焼津市内企業（福祉に関心のある企業の参加募集）

【参加費】　中学生以上300円　中学生未満100円
　　　　　企業参加費として一口1,000円

【主　催】　企業の社会貢献活動研究会
【申込み/問合せ】電話にてお申し込みください。
　　　　　　　　焼津市社会福祉協議会 TEL 621−2941

　さつまいもの植え付けから収穫までを行います。収穫

したおいもはみんなでいただくほか、福祉施設・福祉の

イベントなどで活用されます。

始めませんか？身近なボランティア

捨てればごみ、活かせば資源捨てればごみ、活かせば資源捨てればごみ、活かせば資源

切手のまわりを１センチ程度残して台紙ごと切り取ってください。

出さずに余った年賀状、書き間違えて出せなくなったはがき、印
刷を失敗したハガキなどは、郵便局で切手やハガキに交換し社協
からのお知らせ等に利用しています。

ベルマークは学校の備品を購入するだけではなく、途上国の支援
にもつなげることができます。

回収され、集められたカートリッジは、プリンターメーカーや機
種ごとに仕分けされ、リサイクルされます。

金属が使われている物のみです。入れ歯以外
にも、ブリッジ、インレー（詰め物）、差し
歯、クラウン（かぶせ物）、ネックレス、指輪、
万年筆のペン先など、貴金属が使用されてい
る物です。

使用済み切手

書き損じハガキ

ベルマーク

入れ歯ほか

インクジェット
カートリッジ

　いただいたご寄付は、焼津市の
地域福祉活動等へ大切に使わせて
いただきます。

※総合福祉会館に回収ＢＯＸ
を設置しました。１階のエ
レベータ前です。

済

大募集
!!

♡参加者
♡参加企業
♡育成ボランティア
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　ミニデイ大富おひさまの会では、月１回三右衛
門新田公会堂で高齢者の方たちが、体操や歌のほ
か、おしゃべりをして楽しい時間を過ごしていま
す。参加者には、聞こえにくい方も多く、ワイヤ
レスマイクは歌を歌うときに大活躍です。
　募金をしてくださった多くの皆様の温かいお気
持ちを胸にワイヤレスマイクを大切に使わせてい
ただきます。本当にありがとうございました。

（ミニデイ大富おひさまの会　ボランティアより）

　赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を図る
ことを目的に、わたしたちのまちや暮らしを少
しでもよくしようと活動している人たちを応援
するために使われます。
　助成申請の説明会を右記のとおり開催しま
す。説明会では、対象団体、対象事業、そして
必要書類の記入方法等の詳細を説明します。
　申請を検討されている団体・施設の方は、　
ぜひご参加下さい。

【開催日】　４月８日（火）
【会　場】　１回目：総合福祉会館３階大会議室
　　　　　　　　　時間　10：00 ～ 11：00
　　　　　２回目：大井川福祉センター１階研修室
　　　　　　　　　時間　19：00 ～ 20：00

【対象団体】（昨年度）
　　自治会町内会、地域福祉推進委員会、保育所、

放課後児童クラブ、児童・障害者施設、ボラン
ティアグループ等

【対象年度】　○福祉施設・・・・・平成27年度
　　　　　　○福祉施設以外・・・平成26年度

【問合せ】
　　焼津市共同募金委員会　TEL 621−2941

県共同募金会ホームページにて、助成要綱、申請書、
過去の助成実績をダウンロードできます。(４月１日～ )

ミニデイ大富おひさまの会
（大富第19自治会）

「サロンで大活躍“ワイヤレスマイク”」
助成額　202,000円

静岡県共同募金会 検　索

ありがとう！赤い羽根
皆さまからお寄せいただいた「赤い羽根」共同募金のつかいみちをご紹介します！

助
成団体からのメッセージ

助
成団体からのメッセージ

ありがとう！赤い羽根

ご活用ください「赤い羽根」

「赤い羽根」共同募金
助成金説明会
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日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業 ご相談
ください

募集職種　ホームヘルパー　
　　　　　①焼津地区　②大井川地区
募集人数　若干名
仕事内容　ご利用者宅に訪問し身体介護（食事や

排泄の介助・着替え・清拭・入浴）や
生活介助（買い物・洗濯・清掃・調理）
等を行います。

勤　務　日　週１日～（応相談）　土曜日、日曜日
をできる方優先

勤　務　地　①大覚寺３丁目２−２
　　　　　②宗高572−１
資　　格　ホームヘルパー２級以上、普通自動車

免許　
給　　与　時給1,080円～
　　　　　　※土日祝日は割増　訪問手当
　　　　　　　賞与（年２回）あり

応募方法　電話連絡の上、面接日時を別途お知らせします。
　　　　　詳細は電話にてお問い合わせください。
そ　の　他　採用者が決定しだい、募集を終了します。
<問合せ>　焼津市社会福祉協議会
　　　　　　①/③/④…焼津市福祉サービスセンター　TEL 627-0412　　担当/佐藤・寺尾
　　　　　　　　　②…大井川福祉サービスセンター　TEL 662-0610　　担当/横山・河村　　

募集職種　③入浴スタッフ（男女）　　④看護師
募集人数　若干名
仕事内容　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　１日　２時間～（応相談）
勤　務　地　大覚寺３丁目２−２
資　　格　③資格は問いませんが、ホームヘル

パー資格・普通自動車免許あれば望
ましい

　　　　　④看護師
給　　与　③時給1,030円～　④時給1,510円～
　　　　　　　※土日祝日は割増
　　　　　　　　賞与（年２回）あり

---　あなたのくらしのあんしんのために　---

<<　焼津市社会福祉協議会　職員募集　>>

日常生活自立支援事業は、あなたが、できるだけ住みなれた
地域で、自立して生活できるように、お手伝い（援助）する
サービスです。

ふだんのお金の管理が
心配だなぁ…

つぎのことで　こまったことは　ありませんか？

こまったなぁ

このごろ、公共料金の払込、
忘れがちだなぁ…

ひとりぐらしの生活って
なんとなく不安だなぁ…

介護保険の申請って
どうしたらいいんだ
ろう…

福祉サービスって
どうしたら使える
んだろう…

お財布はどこに置いたかな…

焼津市社会福祉協議会までお電話ください。
生活相談支援係　TEL：６２１−２９４１

問い合せ先は？
Ａ

Ｑ

日常生活に不安のある高齢者や
障害者（知的障害、精神障害）
などの方です。

生活支援員という人が、あなた
のもとにうかがって、お手伝い
をします。

相談は無料です。サービスは有
料になります。相談をしながら
この事業のサービス開始までは
無料です。その後、福祉サービ
ス利用手続きや金銭管理などの
サービスを利用する際は料金が
かかります。

どんな人が利用できるの？

だれがお手伝い（援助）し
てくれるのかな？

利用料はかかるのかな？

Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
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※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

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

たくさんの善意を
ありがとうございました

●東日本大震災義援金 

394件  7,490,818円

（本会受付分：平成26年２月28日現在）

※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。

●東日本大震災義援金 
（本会受付分：平成25年4月30日現在）

364件　　7,359,793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。

内
案
ご

）
く
除
を
日
祝
（

相談室の
＊ふくしなんでも相談……毎週月曜～金曜日（9：00～16：00）

【本　　　所】TEL 626－0555

【お知らせ】　 「心配ごと相談」は、アトレ庁舎及び大井川支所
とも平成26年３月で終了します。

　　　　　　心配ごとや困りごとの相談は、ふくしなんでも
相談をご利用ください。

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12月25日～平成26年2月28日）

物品内容 ………………………………………………………

●寄附金でのご協力
福與秀三、宇都木　稔、孝道山静岡別院、ピアゴ大覚寺店お
客様、戸塚、○士、第一喜楽会、見崎平八、進藤常雄、黒澤賢
次、増田良男、匿名10件

●物品でのご協力
大井川南小学校、日比谷総合設備㈱、岡村　勢、ほほえみ映画会
来場者様一同、㈱日消機械工業、モラロジー女性部、小長谷笙・
奏人、アサヒプリテック株式会社、焼津商工会議所、望月睦代、
影田町女子中老、㈱日宏食品、小森陽子、匿名7件

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、エコキャップ、プルタブ、アルミ缶、
毛糸、マフラー、タオル、コップ、手ぬぐい、ティッシュ空箱、
オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッド、その他

　焼津市内の施設・病院・個人宅等に、みな
さんの心に寄り添える傾聴の勉強をしたボラ
ンティアが伺っています。いろいろな理由で

「話したくても話す人がいない」「話す機会が
ない」など孤独になりがちな方を対象に、話
し相手のペースや雰囲気に寄り添いながらお
話しを聴かせていただきます。

【問合せ】焼津市社会福祉協議会　TEL 621-2941

焼津市社協が主催する傾聴ボランティア養成講座
を修了した方々です。

利用希望される方へ訪問します。
１回につき、30分～ 60分程度

お話したことは、絶対に口外いたしません。

ボランティアは？

活動内容

秘密を守ります

焼津地区自家用自動車協会様より物置２棟のご寄付をいた
だきました。
不足していた総合福祉会館
の収納スペースとして有効
利用させていただきます。

〜気持ちに寄り添う〜 焼津市の

傾聴ボランティア活動


