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歳末を迎え、支援を必要とする方への助成と焼津市内の福祉活動を積極的に展開するために
募金活動を行い、みんなで支えあう地域づくりを目指します。ご協力お願い致します。

焼津市で集められた歳末たすけあい運動募金は、
全額焼津市の福祉のために使われます。

歳末たすけあい運動募金の使い道

★在宅助成
　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
　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。

歳末たすけあい運動募金の目標額
１１,８００,０００円

昨年度も、皆様のご協力により募金総額
が11,400,850円となりました。
厚く御礼申し上げます。

☆「歳末たすけあい運動募金」へのご寄附
には、税制上の優遇措置があります。
詳しくは焼津市社会福祉協議会へおたずね
ください。

歳末たすけ

あいあい
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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29年１月19日（木）

編集・発行／ 社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
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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
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　平成 29 年度放課後児童クラブ入所説明会を開催します。当日は入所に必要な書類を
配布いたしますので、入所を希望される方は必ずご出席ください。( 予約不要 )

保護者が就労等により、放課後家庭にいないことで、児童の世話が
十分にできないと認められる家庭の小学１年生から６年生までの児童
◇大井川東・西・南放課後児童クラブ
　平成 29 年 1 月 13 日（金）19 時～（1 時間程度）
◇おおとみキッズ 
　平成 29 年 1 月 27 日（金）19 時～（1 時間程度）
各放課後児童クラブ

【対　象】

【日　時】

【場　所】

各クラブへ開所時間内にお問い合わせください　( 問合せ時間　11 時～ 18 時 )
・大井川東放課後児童クラブ　焼津市宗高 428 番地
・大井川西放課後児童クラブ　焼津市上泉 1668 番地の 1
・大井川南放課後児童クラブ　焼津市利右衛門 856 番地の 1
・おおとみキッズ　焼津市中根新田６３７　焼津市立大富小学校内

ＴＥＬ/ＦＡＸ　662-0687
ＴＥＬ/ＦＡＸ　662-1912
ＴＥＬ/ＦＡＸ　662-0812
ＴＥＬ/ＦＡＸ　624-5027

＊上記以外の放課後児童クラブについては、
　焼津市子ども未来部子育て支援課まで
　問合せください。　TEL　626-1137

　焼津市において、長年にわたり社会福祉の推進に貢献され
た方々の功績を称え、感謝の意を表するとともに、社会福祉
関係者はもとより、ひろく市民が一堂に会し、社会福祉大会
を開催します。私たちを取り巻く諸課題について参加者全員
で考え、互いに助け合い支え合う福祉のまちづくりの更なる
推進を図ります。
　また、式典後は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。

　　　平成 29 年 1 月 31 日（火）
　　　開　　場　13：00
　　　式　　典　13：30 から 14：30
　　　記念講演　14：40 から 16：00
　　　大井川文化会館ミュージコ

日時

会場

天達武史氏（気象予報士）
天気の達人から見た異常気象
と気象災害への備え

講師
演題

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

< 講師紹介 >
神奈川県横須賀市出身
1994 年 3 月　神奈川県立津久井浜高校卒業
1994 年 4 月　御茶ノ水美術専門学校入学
1997 年 3 月　同校デザイン科卒業
2002 年 10 月　気象予報士試験７回目で合格
2004 年 4 月～ラジオ出演
　　　（文化放送、ニッポン放送等）
2005 年 10 月～フジテレビ系列
　　　情報プレゼンターとくダネ！の気象キャスター

46
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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
展示期間
テーマ

応募方法

サイズ

注意事項

その他

お問合せ・ご応募先

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。（参加賞や各
賞と一緒に直接手渡しにて返却します。）
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。

１２月１日 ( 木 ) ～１月１０日 ( 火 )
１月１７日 ( 火 ) ～１月３１日 ( 火 )
　「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ファミリー部門    ほのぼのするような家族の
　　　　　　　　　　写真。（ペット可）

応募用紙に必要事項を記入して、写真を
会館まで持ち込むか、郵送してください。
四ツ切サイズ・ワイド四ツ切・Ａ４

〒425-0088　焼津市大覚寺３丁目２－２
焼津市総合福祉会館　TEL６２７－２１１１

開催日

時　間
会　場
定　員

参加費
主　催
共　催
問合せ・申込み

無料
「港地域づくり推進会」
港第 14 自治会　港第 23 自治会

港地域づくり推進会 （港公民館内）
TEL624-8855

第 1 回　11 月 26 日（土）
第 2 回　12 月 17 日（土）
第 3 回　平成 29 年 1 月 14 日（土）
13：00 ～ 16：30
港公民館 １階会議室
30 名（焼津市内にお住まいの方）

　世代を超えて、地域を楽しく語り合いながら、アイディアを出し合い、つながる地域、支え合う
地域、“一人でも安心して暮らせる港地域づくり”をめざしましょう！

　キャンペーンには、共同募金委員会委員、
焼津高校、清流館高校、大井川中学校、静岡
福祉大学の学生・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、静岡県共同募金会を通
し、地域福祉事業等に助成されます。

<街頭キャンペーン>　
・イオン焼津店（10月1日）
・ザ・コンボグランリバー大井川店（10月1日）
<イベントキャンペーン>
・第35回福祉まつり「ふれあい広場」（10月16日）
・おおいがわフェア（11月3日）
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日　時
　　　
　　

会　場
定　員
料　金

12 月 26日（月）
［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
大井川福祉センター大広間
午前・午後とも２００人（先着順）
入場無料（先着順）

＜お問合せ＞
大井川支所
　TEL６６２－０６１０

※お家にある書き損じハガ
　キや、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。

参加団体から寄せられたご寄附は、焼津市の福祉推進に活用されます。

©2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.All Rights Reserved. 

平成 28年 11月１日現在

〈ご寄附をいただいた団体一覧〉

（順不同、敬称略）

　平成 28年度静岡県
健康福祉大会が 10月
７日に静岡市民文化会
館にて開催されました。
　式典では、多年にわ
たり健康福祉の増進に
尽力された皆様への表
彰が行われました。焼
津市からは静岡県社会福祉協議会会長表彰と
して９名・６団体、静岡県共同募金会会長表
彰として５名の方が受賞されました。

冬休みの催し、ほほえみ映画会では「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。

焼津市陶芸クラブ、片瀬建設株式会社、焼津市重症心身障害児（者）を守る会、明るい社会づくり運動焼津地区協議会、孝道山マイトリー、
しらさぎの郷、ＮＰＯ法人精神保健福祉焼津心愛会、焼津地区更生保護女性の会、志太地区労働者福祉協議会、焼津市民生委員児童委員協議会、
焼津市身体障害者福祉協会、国際ソロプチミスト焼津、会食サービスあじさいの会、毛糸編み 10センチ運動、焼津市ボランティア連絡協議会、
大井川睦園ふれあい広場実行委員会、焼津地区保護司会、一照会、焼津市身体障害者福祉協会、焼津市手をつなぐ育成会、ＮＰＯ法人パシフィッ
ク . ドルフィン、ガールスカウト静岡県第 19 団、焼津ライオンズクラブ、児童養護施設春風寮、交流会四季悠々、八木道夫氏を励ます会、
認知症家族会「めぐみの会」、静岡銀行焼津黒潮会、焼津信用金庫、静清信用金庫焼津会、焼津モラロジ－女性クラブ、焼津ボランティアだ
んごの会、焼津商工会議所女性会、倫理研究所「家庭倫理の会」焼津支部、焼津南ロータリークラブ、焼津ロータリークラブ、ＮＰＯ法人焼
津育成の会野いちご、企業の社会貢献活動研究会、焼津福祉会、希望の輪売店、匿名

　10月16日（日）、総合福祉会館を会場に焼津市「福祉を育てる市民運動」推進協議会が主催する、
第35回福祉まつり「ふれあい広場」が開催され、加入77団体が福祉活動PRや福祉バザーなどの催し
を行い、来場者と交流を深めました。
　当日は好天に恵まれ、5,000人を越える来場者で賑わい、子どもからお年寄りまで、さわやかな秋
の一日を満喫していました。
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いとな   うえ　　 ひつよう　　  ふくし　　　　　　　　　　　 じ ぶん　   はんだん　　  てきせつ

 　　りよう                        　　　  むず　　　　かた　　　　かね　　   かんり　　  こま

　　　  かた　　　　　　  りよう

　 りょういくてちょう　    せいしん ほけんふくしてちょう　　　 うむ　        と

　　にんちしょう　　 しんだん　　   うむ　　　  と

どんなサービスがあるの？
　　  ふくし　　　　　　　　　  りよう　　  もう　　 こ　　　　けいやく  て  つづ　　　にちじょう

てき　　　　かね　　  だ         い　　　  よきんつうちょう　　 あず　　　　　　　　　　　　 て

つだ

　　ぐたいてきな　　　　　　　　　　　　れい

　　ふくし　　　　　　　　　　　かん　　　　じょうほう　ていきょう  そうだん

　　ふくし　　　　　　　　　　　 りよう　　 かん　　　  もう　　 こ

　　ねんきん　　    ふくしてあて　　   じゅりょう　   ひつよう　　 てつづ

　　よきん　　　  だ　　  い　　　　　　　   よきん　　   かいやく         てつづ

　　ほかん　　　  きぼう                    つうちょう      いんかん　 しょうしょ                  あず

　　ひと　　　りよう

〈問合せ〉　地域づくり課　生活相談支援係
　　　　　TEL　621-2941

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。

　認知症や知的・精神障害などにより、日常生活を

営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切

に利用することが難しい方やお金の管理に困って

いる方などが利用できます。

※療育手帳や精神保健福祉手帳の有無は問いません。

※認知症の診断の有無は問いません。

　　そうだん　　　　けいやく　　　　　　むりょう

　　けいやくご　　　ぐたいてき　　　 ふくし　　　　　　　　　りようてつづ　　　　   きんせん

　　  かんり　　　　　　　　　　　　　　　　　 りよう　　　　  さい      りょうきん

　　せいかつほご　　　　 う　　　　　　　　   かた      むりょう

 りようりょう

利用料について
○相談から契約までは無料です。

○契約後、具体的な福祉サービス利用手続き、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。

○生活保護を受けている方は無料です。

　福祉サービス利用の申し込み、契約手続き、日常

的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手

伝いをします。

＜具体的なサービスの例＞

●福祉サービスに関する情報の提供、相談

●福祉サービスの利用に関する申し込み

●年金や福祉手当の受領に必要な手続き

●預金の出し入れ、また預金の解約の手続き

●保管を希望される通帳や印鑑、証書などの預かり

< 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

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

＊食べ物を寄贈する時の注意
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焼津市社会福祉協議会登録職員募集
職　種
勤務日
勤務地
内　容
資　格　

ホームヘルパー（訪問介護員）
週 1 回から応相談
焼津市内のご利用者宅
身体介護や家事援助
・介護福祉士
・介護職員初任者研修修了者
　（旧ホームヘルパー 2 級）

◆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

給　与
　　　
問合せ

時給１,０８０円～
土日祝日割増、訪問手当、賞与 2 回
・焼津福祉サービスセンター
　TEL627-0412 担当　寺尾、吉田
・大井川福祉サービスセンター
　TEL662-0610 担当　河村

やりがいのある仕事です。ブランクのある方も丁寧に指導します。
興味のある方、空いている時間を有効に使いたいと思っている方、お電話お待ちしています。

「社協やいづ」に掲載する有料
広告を募集します。
<規　　格> 縦55㍉×横86㍉ 
<発行部数> 49,600部
          　　 （市内全戸配布）
          　　 年６回発行　
<掲 載 料> 15,000円（1回）

有料広告を募集

物品内容 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

敬称略、順不同（平成28年９月１日〜平成28年10月31日）

たくさんの善意を
ありがとうございました

使用済み切手、未使用切手、古切手、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、テレフォンカード、プルタブ、アルミ缶、紙おむつ、ウェットティッシュ、車椅子、玄米、古米、ストッキン

グ、靴下、生地、卓上カレンダー、他

●寄附金でのご協力
静岡銀行焼津黒潮会、片瀬建設株式会社、焼津市ゴルフ連盟、第２寿クラブ、焼津市吟剣詩舞道連盟、スーパー田

子重小川店、焼津第３地区民生委員児童委員協議会、士、ほほえみフェスタチャリティフリーマーケット出店者、

杉山悦雄、見崎平八、秋田恒延、空と大地と、甲賀こと、松村吉之助、黒澤賢次、清水武司、中村商店、服部正宏、

ももちゃん農園、長谷川ゑみ、匿名８件

株式会社ハセガワ、いきいき旅倶楽部、㈱事代丸・代表山田昌宏、共和食品株式会社、一二三会、渡仲逸男、帯金

すみゑ、小泉基夫、シーラック株式会社、長谷川ゑみ、小野田悦子、㈱ナカガワＦＭＴ、大富地区民児協、高齢者

パソコン教室、共和食品株式会社、大富公民館教育文化推進会、望月芳枝、㈱石川工業所、有限会社大石水産、交

流会「四季悠々」、小林弘子、赤木、大富公民館ご来館者一同、匿名19件

●物品でのご協力

※

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


