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街頭＆イベント・キャンペーン

「赤い羽根共同募金運動」
10月1日から始まりました共同募金運動の街頭キャン
ペーン及びイベントキャンペーンを実施しました。

街頭キャンペーン

・スーパー田子重登呂田店（10月2日）
・ザ・コンボグランリバー店（10月2日）
・イオン焼津店（10月27日）
・ＪＲ焼津駅（10月28日）

イベントキャンペーン

・中部看護専門学校 桂花祭（10月4日）
・第33回福祉まつり「ふれあい広場」（10月19日）
・おおいがわフェア（11月3日）

キャンペーンには、共同募金委員会委員、
静岡福祉大学、焼津高校、清流館高校、大井
川中学校の学生・生徒と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
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～ みんなでささえあう 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。
【運動期間】12 月１日～31 日

歳末たすけあい募金の歴史は古く、戦後混乱した社会経済状態の中で、戦災者、失業
者、疾病等の状態にある方など、支援を必要とする人々が多く、その日常は非常に厳し
い生活を余儀なくされていました。こうした状況の中、政府の提唱による「国民たすけ
あい運動」や全日本民生委員連盟の「歳末同情運動」、各地域で自然的に発生した「歳
末同情品募集運動」などの動きが盛り上がり、昭和３４年からは「歳末たすけあい募金」
として現在まで実施されております。
■募金のつかいみち（在宅助成と地域助成があります）
★在宅助成とは…新たな年を迎える時期に、経済的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に助成します。
★地域助成とは…自治会や福祉施設・団体等が歳末から新年にかけて、支援を必要と
する市民を対象にして行う事業へ助成します。
〈地域助成の例〉
●地域住民による餅つき大会
●一人暮らし高齢者等への友愛訪問
●保育施設や障害者施設のクリスマス会、新年会
●障害を持つ方と地域の人たちとの交流等
●幼稚園児と高齢者の交流会 等
※焼津市で寄せられた「歳末たすけあい募金」は、全額焼津市の福祉推進のために使われます。

学ぶ！
く
楽し

ふくしのススメ〈冬〉 ほのぼの写真展 作品募集！
〜ミニ門松づくり〜

日

時

対

象

定

員

会 場
参加費
講 師
申込み

問合せ

12月20日（土）
9：30～11：30
親子又は祖父母と孫のペア
※小学生以上
20組
※定員になり次第締め切り
焼津市総合福祉会館
500円（1組）
竹工芸クラブ
申 込み用紙を事務局までお持ちいただく
か、FAXまたは、お電話でお申し込みく
ださい。
焼津市社会福祉協議会
TEL ６２１－２９４１

お正月の門松には、１年の幸福を授けてくれる「年
神さま」が、家に降り立つための目印という意味が
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。
そんな思いで家族一緒に作った
門松を飾り、楽しいお正月を
迎えましょう。
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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。
募集期間 12月１日(月)～１月13日(火)
展示期間 １月23日(金)～２月12日(木)
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結構です。
②動物部門
ペットや動物園の動物他なんでも結構です。
（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、写真を会館まで
持ち込むか、郵送してください。
サ イ ズ 四ツ切サイズ・ワイド四ツ切・Ａ４も可。
注意事項 フィルムのみ、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。
作品は返却しますが、破損等の責任は負いかね
ます。
そ の 他 社協会長賞、部門賞などの各賞あり。
応募者全員へ参加賞あり。
問 合 せ
応 募 先

〒425-0088 焼津市大覚寺３丁目２－２
焼津市総合福祉会館 TEL ６２７－２１１１

第44回 焼津市社会福祉大会
日

時

会
場
式
典
記念講演

平成27年2月３日（火）

13：00開場
焼津市大井川文化会館ミュージコ
13：30～14：30
14：40～16：00

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。
また式典後、記念講演を行います。
どなたでもご参加できますので、ぜひご来場ください。

演題 「これからの障害者福祉・地域福祉を考える」
講師 浅野史郎氏【前宮城県知事、神奈川大学特別招聘教授】
【経歴】
昭和45年

東京大学法学部卒業後、厚生省に入省。
老人福祉、年金、障害福祉などのキャリアをつむ。
平成５年 宮城県知事選挙に出馬し当選。３期12年にわたり務める。
平成18年 ４月から慶応義塾大学教授として教壇にたつ。
平成25年 ３月に慶応義塾大学を定年退職。４月から神奈川大学教授。
【主な著書】
「豊かな福祉社会への助走」（パート１・２、ぶどう社）
「誰のための福祉か～走りながら考えた～」
（岩波書店同時代ライブラリー）
「福祉立国への挑戦～ジョギング知事のはしり書き～」（本の森）など
主催：焼津市・焼津市社会福祉協議会
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

気 持 ちに
寄り添う

傾聴ボランティア活動

「話したくても話す人がいない」「人と話す機会がない」そんな孤独を抱えた方の心に寄り添い、お話を聞かせてい
ただく【傾聴ボランティア活動】を行っています。
養成講座を修了したボランティアが、ご依頼に応じて焼津市内の施設・病院・個人宅にお伺いいたします。
お気軽にお問合せください。
活動内容

そ の 他
問 合 せ

・事前に日時、場所等について打合せ後、利用希望される方の元へ
訪問します。
・傾聴活動は１回につき３０～６０分程度です。
・ご利用料金はかかりません。
・お聴きしたことは、口外いたしません。
・焼津市在住で本人が傾聴を希望されていることが必要です。
・心配ごとや悩み相談等の解決に向けた活動ではありません。
焼津市社会福祉協議会 TEL ６２１－２９４１

毎週木曜日13：30～15：30電話傾聴活動も行っています。
ご希望の方は専用電話番号629-0900へお電話ください。
（第５木曜日、祝祭日除く）
※電話傾聴活動は１回につき30分程度です。
※活動日時以外にお掛けいただいても対応はできませんのでご注意ください。
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「ＬＥＧＯ ムービー」

ほほえみ
映画会

あのレゴブロックの世界が映画になった！
家族みんなで楽しめる最高のアドベンチャームービー！！
ブロックさえあれば、どんなものでも作り出せる!
それがレゴ®ワールド。
ぜひご家族やお友だちと見に来てください。
日

時

会 場
入場料
定 員
問合せ

12月26日（金）
１回目 10：00～
２回目 13：30～
※１日２回上映、開場は30分前から
焼津市大井川福祉センター ２階大広間
無料
午前、午後とも200名（先着順）
焼津市社会福祉協議会 大井川支所
TEL ６６２－０６１０

LEGO®ムービー
© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc.
LEGO, the LEGO logo and the minifigure are
trademarks and/or copyrights of The LEGO Group.
© 2014 The LEGO Group. All rights reserved.

※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。

ふれあいネット
一人暮らしのお年寄りの方や重度障害者の方々が抱える「急に病気になった
ふれあいネット
ら…」「動けなくなったら…」という不安を少しでも取り除くことができるよ
関係図
う、【ふれあいネット】という見守り活動を、地域の方々、民生委員さん、社
協支部長さんの協力を得てすすめています。
ご近所の方に【見守り員】になっていただき、カーテンが開かない、新聞が
たまっているなど、ちょっとした日々の気配りから、異変があったら、担当の
民生委員さんに知らせていただくことで、利用者の方に安心して日々を過ごし 社協支部長さん
担当民生委員さん
ていただく活動です。
対象者

ご本人が見守りを希望される方で
・一人暮らしの高齢者の方
・重度障害者、障害者世帯
・いずれかが介護を必要とする高齢者世帯
・その他、民生委員が必要と認められる方

その他

 守り員は、安否確認、声かけなどの見守り活動のみ行います。
見
介護、生活のお手伝いなど、見守り以外の活動はいたしません。

「見守り員」による
声かけや安否確認など

社会福祉協議会

地域包括支援センター
医療機関等

見守りを希望される方、見守り員としてご協力くださる方は、お住まいの地区の社協支部長、民生委員、
または社会福祉協議会TEL621-2941までお問い合わせください。
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10月19日に総合福祉会館において、第33回
福祉まつり「ふれあい広場」が開催され、82
団体が参加し、それぞれが魅力ある催し物で来
場者との交流を深めました。
当日は5,500人を超える方々が来場し、会場
は大変な賑わいとなりました。
今回は、静岡福祉大学がサテライト会場とな
り、障害者スポーツ体験も行われるなど、福祉
への理解の輪がさらに広がりました。
ふれあい広場へご協力いただいた皆様、あり
がとうございました。

一芸ボランティア募集

焼津市社会福祉協議会
登録職員募集

社会福祉協議会では、歌や踊り、手芸、手品など
の特技を生かして、地域のイベントや福祉施設等に

①ホームヘルパー（訪問介護員）

訪問していただく方々を一芸ボランティアとお呼び
して、リストを作成しています。
一芸ボランティアのリストは、ご希望いただいた

②看護師（訪問入浴）
勤務日

※お子さまの長期休暇中、学童待機場所のご用意

市内の福祉施設などに配布されており、ご希望の高
いボランティア活動の１つとなっています。
あなたの特技を活かしたボランティア活動をして

があります。
勤務地

焼津市内ご利用者宅

内

①ご利用者宅にて介護や家事援助を行います。

容

②ご利用者宅に入浴車で訪問し、入浴サービスを

みませんか？
申込み

申込書に必要事項をご記入の上、社会

行います。
資

格

②看護師

焼津市社会福祉協議会
地域福祉係 TEL ６２１－２９４１

①介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー２級以上）

福祉協議会にご提出ください。
問合せ

週１日から応相談

給

与

①時給

１，０８０円～

②時給

１，５２０円～

※土日祝日割増、訪問手当、賞与年２回あり
問合せ

焼津福祉サービスセンター
TEL ６２７－０４１２
担当／寺尾・吉田・久保田
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皆様から寄せられたご寄附は、焼津市の福祉
たくさんの善意を
の充実のために活用いたします。
ありがとうございました
敬称略、順不同
（平成26年９月1日～平成26年10月31日）

●寄附金でのご協力

やきつべグループ、静岡銀行焼津黒潮会、ファッションガイ、焼津市ゴルフ連盟、焼津市吟剣詩舞道連盟、
（協）焼津さかなセンター、宇都木稔、焼津第３地区民生委員児童委員協議会、ファッションガイお客様一同、
士 、見崎平八、増田一郎、手造の味なすび、黒澤賢次、中村商店、服部正宏、
焼津第１地区民生委員児童委員協議会、○
ももちゃん農園、匿名７件

●物品でのご協力

山下美枝子、影田町女子中老、山池美紀子、文明堂、加藤政己、小長谷 笙・奏人、増田鉄郎・みさ江、共和食品株式会社、
シーラック、土地家屋調査士会志太支部、焼津モラロジー、日比谷総合設備㈱、岡村勢、秋田博 匿名15名

●物品内容

点字盤、車イス、オムツ、未使用切手、使用済み切手、書き損じハガキ、ベルマーク、衣類、文房具、毛糸、
（プルタブ、エコキャップ）

土地家屋調査士会志太支部様より
点字盤をご寄付いただきました
この度、土地家屋調査士会志太支部様より、会員の方からの
善意を浄財に、点字盤１１台のご寄付をいただきました。
土地家屋調査士会志太支部様では、日頃焼津市や藤枝市にお
いて土地測量の仕事をされており、「地域のためになれば」と
の思いから、今回のご寄付となりました。
今後は、いただいた点字盤を有効に活用させていただくとと
もに、更なる福祉教育推進に努めたいと思います。
土地家屋調査士会志太支部様、関係者の皆様
10月9日、冨田支部長、柴田副支部長、
ご担当平井氏から点字盤を受取る永田会長

あたたかい善意をありがとうございました。

相談室のご案内

ふくしなんでも相談

TEL 626-0555

電話傾聴活動のご案内

電話傾聴活動

TEL 629-0900 毎週木曜日 13：30～15：30（第5木曜日、祝祭日除く）

毎週月曜～金曜日 ９：00～16：00（祝日除く）

（※広告に関する一切の責任は広告主に帰属します）

企業の広告募集中！ （１回15,000円 ・年６回発行・市内約48,000世帯と市内企業約850社へ配布）

「社協やいづ」の広告欄に掲載していただける企業を募集しています。【問合せ 621-2941】
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