さしのべる 手にあたたかい おもいやり
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夏休み
福祉体験!

度 夏・参加者募集！
年
8
2
！
平成

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！

会

場 総合福祉会館
焼津市大覚寺３丁目２－２
静岡県中部看護専門学校
焼津市東小川１丁目６－９
＊対象／定員 小学生～一般（下記日程を参照）
参加費 無料
持ち物 筆記用具、
水筒、
タオル（看護学校は上ぐつ）
申込み 電話で申込みいただくか、
申込み用紙に必要事項を
記入いただき提出してください。(ＦＡＸ可)
申込書は事務局、
またはホームページよりダウンロード
できます。
日

時

内

容

会

場

対象／定員

Ａ

8月4日（木）
10：00～11：30

看護学校ってどんなところ？
～いのちの大切さを考えよう～

静岡県
中部看護専門学校

小学生～中学生
２０名

Ｂ

8月5日（金）
10：00～11：30

はじめての点字に挑戦！

～視覚障害者と社会のかけはしに～

総合福祉会館
３階大会議室

小学生～一般
３０名

Ｃ

8月25日（木）
10：00～11：30

セラピー犬って知ってる？
～犬の持つ癒しの力を探ろう～

総合福祉会館
３階多目的ホール

小学生
２０名

Ｄ

8月26日（金）
10：00～11：30

～迷子のお年寄りがいたらどうするの？～

認知症ってなーに？

総合福祉会館
２階大広間

小学生
２０名

編集・発行／

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

ホームページ http://www.yaizu-s hakyo.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28年9月15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 13 回

ほほえみ夏祭り

８月２７日（土）
１７：００～２０：００

※雨天の場合は大井川福祉センター内で行います

今年もやいちゃんが
来るよ !!
会
場 大井川福祉センター ほほえみ せせらぎ広場
出演予定 大井川保育園園児、芙蓉会、大井川太鼓保存会、
大井川ジュニア合唱団、その他出演交渉中！
出店予定 やきそば、わたがし、金魚すくい、お絵かきせんべい、
フライドポテト、ヨーヨーつり、おもちゃ、
ちびっこコーナー（輪投げ・フライングディスク）など
※出演・出店の予定は変更になる場合があります。
今年で第13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！

ほほえみ映画会

ウェルシップ映画会
ペンギンズ

FRO

M

マダガスカル

夏休みの催し、ウェルシップ映画会では「マダ
ガスカル」シリーズ最新作を上映します。
マダガスカルシリーズでお馴染みの面々がドタ
バタを繰り広げるアドベンチャーコメディです。
日

会
料

ミニオンズ

ザ・ムービー

時 ８月２３日（火）
[ 午前の部 ] １０：００～１１：３０
[ 午後の部 ] １３：３０～１５：００
※１日２回上映 開場は３０分前から
場 総合福祉会館 多目的ホール
金 入場無料（先着順）

『怪盗グルー』シリーズで人気を博した黄色い謎
の生物ミニオンたちが主人公のアニメーション。
ミニオンの起源に迫るストーリーからその正体が
ついに明かされる？！
日

会
料

時 8 月 5 日（金）
［午前の部］１０：００～１１：３０
［午後の部］１３：３０～１５：００
※１日２回上映 開場は３０分前から
場 大井川福祉センター ２階大広間
金 入場無料（先着順）

楽しい映画会です。どなたでもご覧いただけます。
ご家族やお友達を誘って、みなさんでお越しくだ
さい。
※来場者が多数の場合は、入場制限を行う可能性
がありますのでご了承ください。

©2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.Al 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。

問合せ 総合福祉会館 TEL６２７－２１１１
2

(C) 2015 Universal Studios. All Rights Reserved

問合せ 大井川福祉センター TEL６６２－０６１０

平成２８年度

高齢者の権利を守るセミナー

シリーズ第１弾
高齢者の金銭トラブル !!
～消費者被害・振り込め詐欺から高齢者を守る～
消費生活センター相談員や焼津警察署職員を講師に、焼津市内の消費者被害や振り
込め詐欺などの高齢者の金銭トラブルの実際を伺い、被害を未然に防ぐために、周囲
ができることを考えます。
【情報提供】
時】 ９月３日（土）
焼津警察署生活安全課 古橋 辰也 氏
９：３０～１１：３０
今年1月～6月の市内の振り込め詐欺被害は、
【会 場】 総合福祉会館 ３階多目的ホール
すでに 10 件・1700 万円！ 市内の被害実
【参加費】 無料
態に、統計的・具体的に迫ります。
【定 員】 １３０人
【申 込】 ８月２９日（月）までに、北部地域包括 【講
演】
（公社）全国消費生活相談員協会
支援センターに電話または FAX で氏名と
消費生活相談員 岩澤 禮子 氏
電話番号をお知らせください。
老後のための大切な資産を、消費者被害で
【申込・問合せ】 北部地域包括支援センター
失うケースが後を絶ちません。日々寄せら
TEL 626-3219 FAX 626-3197
れる相談から、被害を防ぐために周囲がで
【主 催】 焼津市地域包括支援センター
きることを考えます。
（北部・中部・南部・大井川）
【日

家族介護者の会 会員募集!

フードドライブを
実施します！
８月１日（月）～８月３１日（水）

日々草の会は、現在介護をしている方や介護に
関心のある方が、ご自身の体験や思いを自由にお
話できる場所です。思いっきりしゃべって、気持
ちを楽にしてみませんか？
●日々草の会だよ
り（毎月発行）に
掲載する鈴川さん
の描く四季折々の
絵手紙が、ホッと
させてくれます。

【日時】毎月第３木曜日 13:30 ～ 15:00
【場所】大井川福祉センター「ほほえみ」
ボランティアビューロー
【問合せ】大井川地域包括支援センター
TEL 664-2700

フードドライブとは、家庭に眠っている食品を
学校や職場、募集受付施設などに集めて、フード
バンクに寄付する食品寄付運動です。寄付してい
ただいた食品は、社協や行政・支援団体を通じて
食べるものがなく困っている人にお渡しします。
＊食べ物を寄贈する時の注意
①生鮮食品以外のもの
②賞味期限が１ヶ月以上あるもの
③未開封のもの
④お米、缶詰、パスタ、防災食など
< 実施場所 >
○総合福祉会館１階 （大覚寺３丁目２－２）
○大井川福祉センター（宗高５７２－１）
<問合せ>

地域づくり課 生活相談支援係
TEL 621-2941

食品を集めています！
ご協力をお願いします！
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事業報告

～ 「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまち、焼津市」の実現をめざし ～
各種事業を行いました
平成 27 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共に、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・在宅福祉活動を中心に各種事
業を展開してまいりましたので、その概要について次のとおり報告いたします。

１ 会員数および会費
普通会費 45,275戸
18,136,514円
特別会費 1,550件
2,382,000円
施設団体会費23施設・9団体
380,000円
20,898,514円
合 計

２ 社協運営事業
三役会、理事会、評議員会、
支部長会をそれぞれ4回開催

３ 地域福祉の充実強化と
活動推進

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
○焼津市ボランティア連絡協議会
・構成グループ25団体（974人）
○企業の社会貢献活動研究会
・参加企業 11企業・団体
○精神保健福祉への取組み
○ボランティアステップアップ講座
○ふれあいキャンプ
○ボランティア活動保険の加入促進
○災害時ボランティア支援事業
○傾聴ボランティア養成事業

６ 相談事業・援護事業

○ふくしなんでも相談
○ふれあいネット推進活動の充実
○日常生活自立支援事業
○地域ふれあいサロン活動支援
○生活困窮者自立相談支援事業
○第3次焼津市地域福祉計画･地域
○であいｄｅパーティー
福祉活動計画の策定
○貸付事業（小口資金・生活福祉資
○地域福祉推進地区の活動援助
金の貸付）
○出張福祉講座研修会事業
○援護事業（火災罹災者援護・旅費
○福祉教育実践指定校の活動援助
欠乏者援護）
○夏休み福祉体験学習の開催
○福祉器具機材の貸出
７ 障害・児童・母子福祉活動
○地域福祉促進助成事業
・福祉関係団体への活動援助
（26事業、助成額1,902,000円） ・ハンディキャブ（福祉車両）貸出

９ 善意銀行の運営
・社会福祉活動寄付金
145件 3,575,141円
・物品寄付
使用済み切手、書き損じハガキほか

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

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
・介護予防訪問介護事業
・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
（デイサービスセンターやすら樹）

12 障害者自立支援事業

事業（延べ435件）
・焼津福祉サービスセンター
４ 在宅福祉の充実
・おもちゃ図書館運営支援
・大井川福祉サービスセンター
高齢者福祉活動の推進
・点字広報・声の広報発行事業
・ふれあいツアーの開催
○ホームヘルパー派遣事業
13 施設管理運営
○身体障害者訪問入浴サービス事業 ・放課後児童クラブ事業
・総合福祉会館管理運営
（おおとみキッズ･大井川東･西･南）
○身体障害者移動支援サービス事業
・大井川福祉センター管理運営
○北部地域包括支援センター事業
８ 調査研究・啓発活動
○大井川地域包括支援センター事業
・広報紙の発行事業
○家族介護者教室交流事業
社協やいづ年6回発行（全戸配布）
○生きがい活動支援通所事業
社協つうしん月1回発行（関係者向け）
（かもめ、ぬく森デイサービス）
・第45回焼津市社会福祉大会開催
○会食サービス事業
・第34回福祉まつり「ふれあい広場」開催
・第12回ほほえみ夏祭り開催
4
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決算報告

資金収支計算書
勘定科目

事
業
活
動

収入

に
よ
る
収

支出

支
施設整備等 その他の活動
による収支 による収支

収入
支出

収入
支出

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)ｰ(２)
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)ｰ(5)
積立資産取崩収入
その他の活動収入計（7）
積立資産積立支出
その他の活動支出計（８）
その他の活動資金収支差額(9)=(7)ｰ(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10)+(11)

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品
有形リース資産
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
社会福祉振興基金積立資産
ボランティア基金積立資産
財政調整積立資産
資産の部合計

貸借対照表
258,226,855
206,805,898
41,423,654
36,103
9,870,000
91,200
552,035,962
4,000,000
4,000,000
548,035,962
6,469,510
234,585
3,042,000
375,000
206,500
101,076,865
270,308,607
10,577,000
155,745,895
810,262,817

（単位：円）
決算額
20,898,514
3,575,141
69,596,525
220,839,336
46,000
2,053,950
187,593,163
42,446,113
23,853,457
1,681,607
3,714,653
576,298,459
380,836,776
157,557,234
20,589,920
22,960,622
943,140
582,887,692
△ 6,589,233
0
187,364
327,600
514,964
△ 514,964
12,882,202
12,882,202
11,544,622
11,544,622
1,337,580
△ 5,766,617
232,189,189
226,422,572
（単位：円）

負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基金
社会福祉振興基金
ボランティア基金
小口資金貸付事業基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

50,327,155
31,519,225
561,600
285,058
17,961,272
93,472,276
2,480,400
90,991,876
143,799,431
282,471,451
270,308,607
10,577,000
1,585,844
6,252,385
6,252,385
155,745,895
155,745,895
221,993,655
△ 25,394,990
666,463,386
810,262,817
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たくさんの善意を
ありがとうございました

皆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28年5月1日～平成28年6月30日）

●寄附金でのご協力
ラック＆ウィンディ、ほほえみフェスタチャリティーフリーマーケット出店者、ダクタリ動物病院、
士 、石田政治、見崎平八、和田公民館来館者一同、黒澤賢次、服部正宏、匿名10件
○
●物品でのご協力
焼津高等学校ボランティア部、共和食品株式会社、渡仲逸男、焼津信用金庫、シーラック株式会社、
吉田恵子、向坂好美、ソーマ化粧品焼津南営業所代表・加藤美佐子、清流館高等学校、
カネツ静岡倉庫株式会社、匿名23件
物品内容 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

使用済み切手、未使用はがき、ベルマーク、タオル、毛糸、ティッシュ空箱、プルタブ、
紙おむつ、テレフォンカード、漫画、絵本、ぺーパータオル

ウェルシップ探検ツアー 参加者募集
夏休みの課題・自由研究等に、焼津市総合福祉会館（ウェルシップやいづ）を見学
し、ユニバーサルデザインやふくしについて学ぼう！！ ※職員からの説明があります。
【日

時】８月５日（金） １３：３０～１５：００
８月２２日（月）１０：００～１１：３０
【会 場】総合福祉会館 【料 金】無料
【申込み】両日共同じ内容になります。どちらかご都合が
良い日を来所または、電話にてお申込みください。
【問合せ】総合福祉会館 TEL ６２７－２１１１
◆ふくしなんでも相 談（ 祝日除く ）
T E L ６２６－０５５５
毎 週月曜～ 金 曜日 ９:００～１７:００
◆司法 書士による権 利 擁 護 相 談（ 要予 約 ）
T E L ６２１－２９４１
毎月第２水 曜日 １３:３０～１６:３０

広告に関する一切の責任は、
※
広告主に帰属します。

◆電 話 傾 聴 活 動（ 第５木 曜日 、祝日除く ）
T E L ６２９－０９００
毎 週 木 曜日 １３:３０～１５:３０
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