
今回の社協やいづには「歳末たすけあい募金」の助成金申請書が入っています。

送迎バスを運行します。

焼津さかなセンター ふれあい広場会場

大井川福祉センター発時間
ふれあい広場会場発時間

9:00　10:00　11:00　12:00
9:30　10:30　11:30　13:00　14:00

※乗り場は八楠公園になります。※乗り場は八楠公園になります。

焼津さかなセンター ふれあい広場会場 9:00より約20分刻みで運行します。

バス

ふれあい広場会場の乗り場は、正面玄関横になります。

書き損じハガキ
使用済み切手を
持ってきてね !!

日時

会場

日 9:30 ～ 13:30 雨天決行

焼津市総合福祉会館とその周辺焼津市総合福祉会館とその周辺
焼津市大覚寺三丁目２－２焼津市大覚寺三丁目２－２

※焼津さかなセンターの駐車場をご利用ください。会場の駐車場は、
　福祉車両以外はご利用いただけません。
※焼津さかなセンターの駐車場をご利用ください。会場の駐車場は、
　福祉車両以外はご利用いただけません。

（開会式９:００〜）※時間前の入場はできません。（開会式９:００〜）※時間前の入場はできません。

ふれあい広場ふれあい広場
第 35 回 福祉まつり第 35 回 福祉まつり

１０ １６月 日日１０ １６月 日 9:30 ～ 13:30 雨天決行

大井川福祉センター ふれあい広場会場大井川福祉センター ふれあい広場会場

※ペットを連れてのご入場はできません。※ペットを連れてのご入場はできません。

平成28年9月15日

第 　　　 号167
さしのべる 手にあたたかい おもいやりさしのべる 手にあたたかい おもいやりさしのべる 手にあたたかい おもいやり

昨
年
の
ス
テ
ー
ジ
の
様
子

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

本　所 大井川支所

次回の発行は…平成28年11月17日（木）

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-shakyo.or . 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

〒421-0205 焼津市宗高572-1
TEL 662-0610／FAX 662-0034
メール oigawa-syakyo@ka.tnc.ne.jp

ケータイからでも
ホームページにGO!



２

募金
活動にご

協力をお願い致します募金
活動にご

協力をお願い致します募金
活動にご

協力をお願い致します

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

運動期間 １０月 １日～１２月３１日

運動期間 １２月 １日～１２月３１日

　毎年１０月１日から１２月３１日までの３か月間、日本中で赤い羽根募金がおこなわれていま
す。みなさんのあたたかい心がこめられた募金は、お年寄りや体の不自由な人、子どもたちなど
のために役立てられます。例えば、体の不自由な人の施設の活動を支援したり、ひとり暮らしの
お年寄りの食事サービスや高齢者サロンの支援、子どもたちのための遊具の購入などに役立てら
れます。また、地域で安心して暮らすための福祉のまちづくりの活動にも役立てられています。

　毎年１２月に「共同募金運動」の一環として、社会福祉協議会が中心となって実施しています。
この運動は、戦後の混乱期に、市民のたすけあいの精神により、生活に困窮する人々に対する物
資の持ち寄り運動として始まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での
安心・安全な暮らしを支えるための貴重な募金として、様々な取組みに活用されています。
　歳末たすけあい運動にお寄せいただいた募金は、地域に根ざした福祉活動を進めるために、有
効に使わせていただきます。

子育て広場用ワイヤレスチューナーユニット整備 1件
認可外保育所園庭ゴムチップ舗装補修 1件
児童支援（電話相談事業）チャイルドラインカード配布事業 1件
子育てサロン遊具整備 1件
就労継続Ｂ型事業所ー作業・送迎用自動車８人乗 1件、講座開催 1件
高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備 4件
高齢者サロン用高座椅子整備 5件
高齢者サロン用テーブル・椅子等整備事業 2件
高齢者サロン用簡易スロープ・手摺整備 1件
一人暮らしの高齢者訪問事業 1件
防災資器材整備事業（簡易トイレ）10件
車イス整備事業 1件、ワイヤレスアンプ整備事業 2件、その他防災設備 5件　

子育て支援・・・

障害者支援・・・

高齢者支援・・・

自治会支援・・・

442 世帯（496人）に援護金を助成、39人に入進学等祝金を助成
ひとり暮らし高齢者等友愛訪問 11件
自治会、ボランティア団体、障害者施設、児童施設等福祉施設においての
クリスマス会及び餅つき大会等 27件
ボランティア団体等の歳末のイベント等 9件

在宅助成・・・
地域助成・・・

焼津市内でのつかいみち　平成27年度実績

焼津市内でのつかいみち　平成27年度実績

地域福祉事業
高齢者等見守り「ふれあいネット」推進事業、地域ふれあいサロン普及・促進事業、精神保健福祉
活動推進、福祉体験事業「楽しく学ぶ！ふくしのすすめ」の開催、福祉教育実践校助成及び連絡
会開催事業、中高生のためのふれあい交流ボランティア事業（ふれあいキャンプ）、災害時ボラン
ティア支援事業、企業の社会貢献活動研究会の運営事業、傾聴ボランティアスキルアップ講座、赤
い羽根地域福祉促進助成事業、火災罹災者への見舞金支給事業（火事見舞い）、旅費欠乏者のため
の援護事業等

共同募金の配分金を財源にして、社会福祉協議会が行っている地域福祉事業
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ほほえみフェスタチャリティー・フリーマーケット

１０月２９日（土）
９：００～１２：００（雨天中止）
焼津市大井川福祉センター「ほほえみ」
せせらぎ広場　焼津市宗高５７２番地の１
３０店（申込先着順）　
縦２㍍×横３㍍
５００円（１区画）
所定の申込書（社会福祉協議会ホームページに掲載）に
より出店料を添えて直接又は郵送する。
１０月１４日（金）１７：００まで（当日消印有効）
〒４２１－０２０５
焼津市社会福祉協議会大井川支所　地域福祉会館係
TEL６６２－０６１０　焼津市宗高５７２番地の１
社会福祉協議会ホームページ（http://www.yaizu-shakyo.or.jp）
をご参照ください。

■日時

　■予備日

■会場

■募集店舗数
■区画サイズ
■出店料
■申込方法

■申込期限
■申込･問合先

■詳細

　「ほほえみフェスタ」では、フリーマーケット・模擬店・ちびっこコーナーなど様々なブースを
用意しております。ぜひお越しください。また「ほほえみフェスタ」で開催するチャリティー
フリーマーケットへの出店者を募集します。

歳末から新年に行う地域福祉事業を支援します！

　今年も市民の皆様から寄せられる「歳末たすけあい募金」を原資に
助成事業を実施します。要綱及び申請書は、本所・大井川支所、又は
ホームページから取得できます。有効にご活用ください。

項　目

対象事業

対象団体

助成額

受付期間
申込・問合せ

内　容

対象の団体が歳末から新年（概ね 12 月～ 1 月末）にかけて、支援を必要とす
る市民（高齢者、障害者、児童など）のために行う事業（活動や催し物）。
※ただし、同じ事業に対し他の助成事業も受けている場合は除きます。

焼津市の地域福祉の向上のために継続的に取り組む福祉団体等で法人格の有無
は問わない。ただし、営利を目的とするものは対象外とします。
〇福祉関係団体（障害者施設、放課後児童クラブ、障害児放課後等デイサービス、
　　　　　　　　保育所等）
〇地域活動団体（地域福祉推進委員会、自治会及び町内会、ボランティアグルー
　　　　　　　　プ、小地域活動団体等）
〇福祉関係団体　　１事業につき　５万円
〇地域活動団体　　１事業につき１０万円　を限度とします。
※ただし、助成限度額及び申請団体の助成額は、その年度の募金額と申請団
　体の申請金額の総額により変更する場合があります。
１０月１３日（木）～１１月１１日（金）１７：００まで
焼津市社会福祉協議会（本所）ＴＥＬ ６２１－２９４１
※必ず要綱を確認の上、申請書と事業計画書を作成し、窓口までご提出ください。

助成金事業（地域助成）助成金事業（地域助成）助成金事業（地域助成）

ほほえみフェスタチャリティー・フリーマーケット

歳末たすけあい募金助成金事業歳末たすけあい募金助成金事業歳末たすけあい募金助成金事業

焼津第3自治会でのふれあい訪問

１０月２２日（土）
９：００～１２：００（雨天延期）



4

自治会活動、民児協活動、社協支部活動、ボランティア活動へ助成

　平成２８年度の社協会費のご協力ありがとうございました。社協会費は、地域福祉活動・ボラ
ンティア活動推進に活用いたします。今後も「誰もが暮らしやすい福祉のまちづくり」の実現を
めざし活動いたしますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

会費納入状況 （平成28年8月31日現在）

普通会費

特別会費

施設団体会費

１世帯400円

１口1,000円

１口2,000円

45,810世帯

1,458件

22施設・7団体

円

円

円

円合  計

焼津市社会福祉協議会は、地域のみなさまと共に力を合わせて地域福祉活動をすすめるために、
活動財源の確保に努めています。

ＡＥＤ講習会を行いましたデイサービスセンターやすら樹
生きがいデイサービスぬく森

　けがや病気の中でも最も重篤で緊急を要するものは、心臓や呼吸が
止まってしまった状態です。そのような場面で人の命を救うためには、
救急車が来る前に効率の良い救命処置を行わなければなりません。大
井川福祉センターでは、デイサービスセンターやすら樹、生きがいデ
イサービスぬく森の職員が、ＡＥＤの使用方法及び救急救命を効率よく
できるよう講習会を行いました。

訓練用ＡＥＤと訓練人形を使用した講習会。やすら樹職員とぬく森職員の１３名が参加しました。

　（１）意識の確認方法
　（２）呼吸の確認方法
　（３）心臓マッサージ
　（４）  ＡＥＤの取扱い

講習内容

突発的に起こる救命現場において、即時対応できるように突発的に起こる救命現場において、即時対応できるように

貴重な体験、たくさんの出会いがありました
～社協が夏に開催した事業の報告です～ふくしのススメ

楽しく学ぶ

　８月４日、５日、２５日、２６日の４日間、
市内小学生から一般の方を対象にふくし体験
学習「ふくしのススメ」を開催しました。命
の大切さ、点字、犬の持つ癒しの力、認知症
について、地域で活動する方が講師となり学
習を行いました。参加したみなさんは真剣さの
中にも笑顔があふれ、

「ふ・く・し」をより
深く、より身近に感
じてもらえるきっか
けとなりました。

看護学校で学ぶ　－命の大切さ－

ふれあいキャンプ
　８月８日から１泊２日の日程で、島田市山
の家にて、同年代のハンディを持つ方と宿泊
を共にし、お互いの理解を深めるキャンプを
開催しました。
　参加した中高生は事前研修を含め、３日間
の活動を通し、お互いを認め合い尊重し合う
ことを学びました。

バーべキューで交流の様子

貴重な体験、たくさんの出会いがありました貴重な体験、たくさんの出会いがありました

16,905,436

2,247,000

355,000

19,507,436
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「ふれあいの居場所」オープン！
　年齢や地域を問わず
開催時間内であれば誰
もが自由に参加できる
地域の居場所が高新田
に開設されました。大
井川睦園が休日に施設
を開放し、会場を提供しています。
　興味のある方はぜひ一度足をお運びください。

開催日：毎月第３日曜 10：00 ～ 12：00
場　所：大井川睦園本館１階（高新田 2326-58）
利用料：無料（どなたでも。直接お越しください）
内　容：体操・ゲーム・おしゃべり等

「ふれあいサロン八楠」２０周年！
　ふれあいサロン八楠は、平成８年７月からミ
ニデイサービス（高齢者サロン）としてオープ
ン、今年で２０周年を迎え、記念式典が行われ
ました。会場には、ボランティアや参加者の他、
市長をはじめ多くの来賓から、お祝いの言葉を
いただいたり、アトラ
クションとして銭太鼓
の演奏も行われました。
　地域での支え合い活
動として、今後も末永
く発展していくことを
期待しています。

①10 月 18 日（火）14：00 から
　会場：藤枝市福祉センターきすみれ　　藤枝市岡部町内谷 1400-1
②10 月 29 日（土）10：00 から
　会場：藤枝市役所西館 3 階 301 会議室　藤枝市岡出山 1-11-1
※2 回のうち、いずれか一方にご参加ください。
・焼津市、藤枝市、島田市の住民（概ね 30 ～ 70 歳）
・市民後見人の活動に関心があり、養成講座を受講する意思のある方
※養成講座を受講するには、この他にも要件があります。
・市民後見人の概要、役割、登録までの流れ
・養成講座の概要、受講要件、注意事項等
10 月 17 日（月）までに藤枝市社会福祉協議会へ電話にてお申し込みください。
TEL 667-2940

日　時

対　象

内　容

申　込

市民後見人とは、成年後見人として
家庭裁判所から選任された
一般市民のことです。

市民後見人は、同じ地域に住む方を
同じ市民目線でサポートする、
身近でできる社会貢献活動です。

　認知症や障害などにより、判断能力面での支援を要する方を保護し、支えるのが成年後
見制度です。社会貢献意欲を持つ市民の皆さんに、地域で暮らす同じ市民の目線から後見
活動を担ってもらうことを目指して、市民後見人養成講座を開講することとなりました。
市民後見人への期待は大きく、今後も社会的なニーズが高まっていく事が予想されます。
事前説明会は、「市民後見人とは」、「求められる役割や期待」、「研修の具体的な内容」など
について理解を深めていただくために開催します。

事前説明会への参加は、養成講座受講要件の１つとなりますので、受講を希望する方は、
必ずご参加ください。

地域に広がる「ささえ 愛  活動」あ　　　い

第167号

「市民後見人」養成講座 事前説明会



●寄附金でのご協力

物品内容………………………………………………………………………

敬称略、順不同（平成28年7月1日～平成28年 8月31日）

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。

たくさんの善意を
ありがとうございました

焼津教会、玉樹全国野バラ会、共和食品株式会社、シーラック株式会社、焼津市ボランティア連絡協議会、

国際ソロプチミスト焼津、共和食品株式会社、焼津市身体障害者協会、八木彌智代、大富地区民児協、

小長谷笙・奏人、ウェルシップ映画会来場者御一同、匿名24件

使用済み切手、未使用切手、書き損じはがき、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、アルミ缶、紙おむつ、

テレフォンカード、車椅子、ドライヤー、他

ほほえみ夏祭り実行委員会、大富地区民生委員児童委員協議会、ピアゴ大覚寺店お客様一同、士、趣味の仲間、

エクノスワタナベ、見崎平八、黒澤賢次、安森、匿名６件

※

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
、
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

◆ふくしなんでも相談　（祝日除く）
　TEL ６２６－０５５５
　毎週月曜～金曜日　９:００～１６:００
　
◆司法書士による権利擁護相談（要予約）
　TEL ６２１－２９４１
　毎月第２水曜日　１３:３０～１６:３０

◆電話傾聴活動（第５木曜日、祝日除く）
　TEL ６２９－０９００
　毎週木曜日　１３:３０～１５:３０
　

お使いみち⇒新車・中古車購入、免許取得、車検、

修理費など

本部
総合相談センター
本店営業部
中央支店
小川支店
石津支店
焼津西支店
焼津北支店

０５４－６２９－１１２１
０５４－６２３－１１２３
０５４－６２８－８１７１
０５４－６２８－３１５１
０５４－６２８－３１６８
０５４－６２４－２１０１
０５４－６２７－０１７８
０５４－６２９－１５５１

あなたのカーライフに使い道いろいろ

―詳しくは各店へ―
大富支店
大井川支店
豊田支店
さかなセンター支店
西小川支店
大島支店
大住支店
田尻支店

０５４－６２３－０１１１
０５４－６２２－３５１１
０５４－６２９－１１２０
０５４－６２８－５１４１
０５４－６２８－９１１１
０５４－６２３－５５００
０５４－６２３－６６００
０５４－６２５－０３１１

カーライフプランカーライフプラン

玉樹全国野バラ会様より、車椅子のご寄付を

いただきました。

６月１０日贈呈式の様子

　玉樹全国野バラ会より
介助用車椅子１台のご寄
付をいただきました。
いただいた車椅子は、市
民の皆様への無料貸し出
し事業や、子どもたちへ
の福祉教育などに有効に
使わせていただきます。

国際ソロプチミスト焼津様より、物品のご寄付を

いただきました。

　国際ソロプチミスト焼津様
よりアルミ缶、プルタブ、使
用済み切手、毛糸等のご寄付
をいただきました。アルミ缶
は福祉施設へ、毛糸は１０㎝
編み運動へ払い出しを行うな
ど、有効に活用させていただ
きました。 ８月１日贈呈式の様子

　玉樹全国野バラ会様よ
り介助用車椅子１台のご
寄付をいただきました。
いただいた車椅子は、市
民のみなさまへの無料貸し
出し事業や、子どもたちへ
の福祉教育などに有効に使
わせていただきます。

　国際ソロプチミスト焼津様
よりアルミ缶、プルタブ、使
用済み切手、毛糸等のご寄付
をいただきました。アルミ缶
は福祉施設へ、毛糸は１０㎝
編み運動へ払い出しを行うな
ど、有効に活用させていただ
きました。
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●物品でのご協力


