新年あけましておめでとうございます。
昨年中は市民の皆さまをはじめ、自治会
関係者の方々、民生委員・児童委員の皆さまや大勢の
福祉関係者の皆さまのお力添えにより、焼津市社会福
祉協議会の事業が円滑に進みましたことを深謝申し上
げます。また、社協会費や赤い羽根共同募金・歳末た
すけあい募金には格段のご協力を賜り、誠にありがと
うございました。
さて、昨年は国内各地で地震など自然災害が発生したり、神奈川県の障害者施設
では大きな事件が起こったりと、福祉に携わる者として、大変身の引き締まる思い
をいたした年でありました。
昨年３月、焼津市と協働して策定しました、
「第３次焼津市地域福祉計画・地域福
祉活動計画」は、向こう５年間の焼津市の福祉増進を目指し、市民の皆さまやボラ
ンティア、自治会関係者の皆さま、民生委員・児童委員、行政や社協など、様々な
人々が、共に力を合わせて誰もが住みやすい焼津創り
を目指す計画で、これからの焼津市が目指す福祉の指
針となります。

次回の発行は…平成29年３月16日（木）

ケ ータイからでも
ホームページにGO!

この広報紙は、共同募金の
助成により発行しています。

TEL 662-0610／FAX 662-0034
メール oigawa-syakyo@ka.tnc.ne.jp

TEL 621-2941／FAX 626-0573
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp

大井川支所

所

本

〒421-0205 焼津市宗高572-1

〒425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2

社会福祉法人
焼津市社会福祉協議会

なが た じつ じ

今後も「地域で育てる 支えあう ふ だんのく らしの
し あわせづくり」を基本理念に、都度内容を見直しな
がら計画を推進してまいります。
また、本会では、法人後見事業や生活困窮者自立支
援事業、災害ボランティアの講座や、避難所運営を学
ぶゲーム方式の講座を実施するほか、焼津市社協独自
の赤い羽根共同募金配分金による自主防災事業や地域
の皆さまが取り組む地域福祉活動への助成など、様々
な事業を展開しており、地域の皆さまの生活を直接支
えていくのが我々の使命だと実感しております。
年頭にあたり、市民の皆さま一人一人のご協力を改
めてお願い申し上げ、この一年がより佳き年になりま
すよう心より祈念いたしまして、私からのあいさつと
させていただきます。

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

編集・発行／

永田實治

会長
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平成29年1月19日

初日の出（吉永浜）

ホームページ http://www.yaizu-s hakyo.or.jp

【基調講演】
「今、助け合いをやろう」
公益財団法人
さわやか福祉財団

会長

堀田

力氏

介護保険制度などの大きな制度改革により、これまでの
地域の支え合いのあり方を根本的に見直す時期が来ていま
す。改めて「地域とは何か」
「支え合いとは何か」
「住民主
体とは何か」「地域支援とは何か」を地域住民全体の問題と
してとらえ、安心して暮らせる地域創りについて学び合い
ましょう。

弁護士・にっぽん
子育て応援団団長
【日
【会
【定
【主

時】２月２８日（火）13:30 ～ 16:00
場】総合福祉会館 ３階多目的ホール
員】３２０名（入場無料）
催】焼津市新しい地域支援のあり方を考える
フォーラム実行委員会
【共 催】焼津市、公益財団法人さわやか福祉財団、
さわやか静岡、焼津市社会福祉協議会
【申込み】電話又は、申込書に必要事項を記入の
上、直接お持ちいただくか、FAX もしく
はメールでお送りください。

＜プログラム＞
◇焼津市の現状「超高齢社会を迎えて」
・焼津市長寿福祉課長 小泉 保氏
◇基調講演 「今、助け合いをやろう」
・さわやか福祉財団会長 堀田 力氏
◇ちょっとひとコマ
「今こそ若者の地域デビューの時」
・若者発“居場所”あり方研究会
◇トーク＆トーク（地域活動事例紹介）
「めざす！市民主体の地域づくり」
・コーディネーター 堀田 力氏
・地域ボランティア 杉山幸代氏
・磐田市豊岡地区社会福祉協議会会長 江間彦之氏
・港地域づくり推進会会長 渡邉 徹氏

※駐車場に限りがありますので自主運行バスや
【締 切】定員になり次第締切り
乗り合わせでの来場にご協力ください。
地域福祉係 TEL 621-2941 FAX 626-0573 メール：chiiki@yaizu-shakyo-soumu.jp
（申込書はホームページからダウンロードできます）

認知症や知的障害、精神障害などの理由で、さまざまな判断が難しくなった方が、住み慣れた
地域で安心して暮らせるよう、一緒に権利擁護についての理解を深めませんか。
地域で安心して暮らすための一つの手段として、成年後見制度があります。今回は、成年後見
人等の具体的な活動を通して成年後見制度の理解を深めていただけるよう講演会を開催いたしま
す。是非ご参加ください。
日 時：２月６日（月） １３：３０～１５：３０
会 場：総合福祉会館 ３階多目的ホール
テーマ：「成年後見人等の活動を通して知る成年後見制度」
講 師：公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
静岡支部 幹事 山竹葉子氏
社会福祉法人焼津福祉会 ワークすばる
管理者 阿部典子氏
申込み：電話又は、申込書に必要事項を記入の上、直接お
持ちいただくか、FAX でお送りください。
締 切：１月２７日（金）まで ※参加費は無料です。
連絡先：焼津市社会福祉協議会 権利擁護センター
ＴＥＬ 626-0555 ＦＡＸ 626-0573
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春休みの催し、ウェルシップ映画会では、
「ミ
ニオンズ」のスタッフが手掛けた最新大ヒット感
動アニメ『ペット』を上映します。
私たちの知らないところで、ペットは何をして
いるのだろう？大好きな飼い主・ケイティと暮ら
す犬のマックスとデューク。街中で迷子になった
２匹が、ケイティが帰宅するまでに家に帰ろうと
奮闘する物語です。
家族や友達を誘って皆さんでお越しください。
日 時 ３月２４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
会 場 総合福祉会館 ３階多目的ホール
料 金 入場無料（先着順）
※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。
※書き損じ葉書や使用済み切手
をお持ちいただき、福祉活動
にご協力ください。
※日本語吹替え版
（日本語字幕スーパーあり）
(C) 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

問合せ

総合福祉会館

TEL 627-2111

１０月１６日（日）に開催された、第３５回
福祉まつり「ふれあい広場」実行委員会から地
域福祉推進のために活用いただきたいと、参加
団体より寄せられた収益金の寄附の贈呈があり
ました。

永田会長へ贈呈する実行委員会代表

ほっこり笑顔になるお茶の
淹れ方を学ぼう！
【日 時】３月４日（土）10:00 ～ 11:30
【対 象】小学生以下の子どもとその保護者
（親もしくは祖父母）
【定 員】３０名 ※定員になり次第締め切り
【会 場】総合福祉会館 １階ふくしの広場
【参加費】１００円（菓子代）
【協 力】大井川農業協同組合
【申込み】電話又は、申込書に必要事項を記入の上、
直接お持ちいただくか、FAX もしくはメールでお
送りください。
（申込書はホームページからダウン
ロードできます）
【締 切】2 月 27 日（月）
【問合せ】地域福祉係
TEL 621-2941 FAX 626-0573
メール chiiki@yaizu-shakyo-soumu.jp

いただいた寄附金は、地域福祉推進事業等へ
有効に活用させていただきます。また、北海道
の水害・熊本地震への支援を目的におこなった
物産品販売ブースの売上金は、各共同募金会を
通じて、寄附されました。

物産品販売の様子
第169号 3

①受講者…２日間の講座となります。災害時に駆けつけるボ
ランティアの派遣調整をする「災害ボランティアコーディ 【会 場】 総合福祉会館
ネーター」の養成です。
大覚寺３丁目２－２
全課程修了者には修了証を発行します。
【対 象】市内在住・在勤・在学で、
②公開講座…２月２５日の公開講座のみ（13:00 ～ 15:40）
２日間通して参加可能な方。
の参加です。
30名
◇焼津市の防災対策について
【参加費】500円（保険・資料代）
講師…焼津市危機管理部 危機対策課 山下晃氏
※公開講座のみ参加は無料
◇東日本大震災を経験して
講師…立命館大学教授 久保田崇氏（陸前高田市前副市長）【申込み】電話又は、申込書に必要事
項を記入の上、直接お持ち
時
間
内
容
いただくか、ＦＡＸもしく
○2月25日（土）
はメールでお送りください。
9:00 ～ 12:00 災害ボランティアコーディネーターって？
締切：2月17日(金)
13:00 ～ 14:00 焼津市の防災対策について（公開講座）
【問合せ】
14:10 ～ 15:40 東日本大震災を経験して（公開講座）
地域福祉係
○2月26日（日）
TEL 621-2941
9:00 ～ 10:00 被災者のニーズについて など
FAX 626-0573
10:00 ～ 15:00 災害ボランティアセンター立上げ訓練
メール chiiki@yaizu-shakyo-soumu.jp
15:15 ～ 16:00 修了証書の交付

生活福祉資金は、低所得世帯・障害のある方がいる世帯・日常的に療養または介護を
必要とする高齢の方がいる世帯を対象に民生委員・児童委員と相談しながら必要な貸付
を行い、安定した生活を送れるように支援する貸付制度です。

生活支援費（毎月の生活費）
住宅入居費（敷金・礼金等入居の際の初期費用）
一時生活再建費（光熱水費、家具什器費等）
生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、住宅の補修費用、
福祉資金
福祉用具等の購入、障害者用自動車購入、療養費用とその期間中の生活費、
冠婚葬祭費用、住居の移転に必要な経費等
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の経費
緊急小口資金
高等学校、大学、専門学校等に就学するための経費
教育支援資金
不動産担保型生活資金 高齢者世帯に対し、不動産を担保とした生活資金
総合支援資金

資金の種類

（自立相談支援事業の
利用が要件）

○貸付限度額……資金の種類により異なります。
○貸付期間………資金の種類により異なります。
○貸付金の利率…1.5%( 資金の種類により無利子 )
○連帯保証人……原則必要ですが、いない場合も
ご相談に応じます。
◇使い道により資金の種類が分かれます。
詳しい内容をお伺いし、どの資金が適切
なのかご案内します。
4

◇同様の制度による借入が利用できる
場合は、他の制度が優先になります。
◇本制度の他に、焼津市社協独自の「小口
福祉資金」の貸付（この場合は市内に住
む連帯保証人が必要）があります。
詳しくは担当までお問合せください。
生活相談支援係 TEL 621-2941

11 月 11 日（金）にメルパルクホール（東京
都港区）にて、平成 28 年度全国社会福祉大会が
開催されました。表彰式典では、多年にわたり共
同募金をはじめ社会福祉の発展に功労のあった方
々への表彰が行われました。焼津市からは全国社
会福祉協議会会長表彰（民生委員・児童委員功労）
として萩原浩氏と、中央共同募金会会長表彰（共
同募金運動奉仕功労者）として釜田和子氏が受賞
されました。

近年、大規模な災害が発生した時には、全国
から多くのボランティアが駆けつけ支援活動を
行うようになりました。災害初動期における支
援活動ではボランティア用の資機材が不足する
ため、備蓄する倉庫を設置します。場所は、社
会福祉法人春風寮（田尻）の敷地内で、社会福
祉法人の地域貢献活動の一環として快くご協力
いただきました。

イメージ図

萩原

浩氏

釜田和子氏

ボランティア活動保険

この資機材は、国内災害での支援を行うため
に活用します。水害で泥出しなどの作業ができ
る一輪車やスコップなど一式です。

ご加入プラン（平成29年度）
死亡保険金

ボランティア活動保険とは、ボランティア活
動中（宿泊を伴う活動を含みます）の偶発的な
事故により、第三者の身体または財物に損害を
与え、または名誉毀損やプライバシーの侵害に 保険金額
より法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償
責任補償及びボランティア自身が事故によって
その身体に傷害を被った場合の傷害補償を対象
とする保険です。

ボランティア行事用保険

後遺障害保険金
入院保険金日額
手術 入院手術
保険金 外来手術
通院保険金日額
賠償責任保険金

（対人・対物共通）

保険料

基本タイプ
天災タイプ

A プラン
1,320 万円
1,320 万円
（限度額）
6,500 円
65,000 円
32,500 円
4,000 円

B プラン
1,800 万円
1,800 万円
（限度額）
10,000 円
100,000 円
50,000 円
6,000 円

5 億円

5 億円

350 円
500 円

510 円
710 円

※ 天災タイプは、ボランティア活動中、地震もしくは噴火、津波及びこ

国内で社会福祉協議会及び民間のボランティ
れらにともなって生じた事故、またはこれらにともなう秩序の混乱に
基づいて生じた事故により死亡・後遺障害・ケガが対象になります。
ア活動推進団体が主催者となるボランティア活
動に関わる事故等行事中に、主催者及び参加者がケガをした場合に適用される「傷害部分」と、主催者
及び参加者が事故による法律上の「賠償責任部分」をセットしたものです。
※A1：各種研修会・会議、空缶拾い、街頭募金、草むしりなど
A3：サッカー、スキー、相撲、神輿や山車に参加する祭りなど
A2：避難訓練・防災訓練、運動会、キャンプなど
（B プランは宿泊を伴う行事が対象になります。 詳しくはご連絡ください。）

主な項目
加入対象行事
保険料
名簿の備付
往復途上の補償
最低保険料

※問合せ

地域福祉係

Ａプラン
日帰り行事（A1～A3の区分あり）
1日1人 A1：28円、A2：126円、A3：248円
必須
あり
各区分とも20名分

TEL621-2941

Ｃプラン （新設）
日帰りの
「Ａ１行事」
のみ対象
1日1人 28円 （AﾌﾟﾗﾝA1行事に同じ）
不要
なし
560円
（20名分）
第169号 5

たくさんの善意を
ありがとうございました

敬称略、順不同（平成28年11月1日～平成28年12月31日）

●寄附金でのご協力

第35回福祉まつり「ふれあい広場」参
加団体一同、和田地区民生委員児童委員協議会、スーパー田子
重登呂田店、戸塚勲、手あみの会、東益津地区民生委員児童委
員協議会、市民児協高齢者福祉部会、港地区民生委員児童委員
協議会、焼津ライオンズクラブ、大畑末広、焼津第１地区民生
委員児童委員協議会、石脇ミニデイはたかけの会、スーパー田
子重小川店、藤美会、趣味の仲間、辻政義、大井川農業協同組
合焼津支部女性部、片品村老人クラブ連合会、静岡県仏教婦人
会、士、大富ミニデイおひさまの会、焼津市消費者連絡会、見
崎平八、石田政治、黒澤賢次、焼津市民生委員児童委員協議会
地域福祉部会、しらさぎグラウンドゴルフ有志、匿名10件

●物品でのご協力
山口翼、和田地区民生委員児童委員協議会、マックスバリュ東
海株式会社、共和食品株式会社、西郷様、川口春美、有ケ谷志
げ子、影田町女子中老会、焼津信用金庫、退職公務員連盟・志
太地区支部、山西トミ代、ＮＴＴ退職者の会、芝田知恵子、シ
ーラック株式会社、八木彌智代、小長谷笙・奏人、匿名44件

◆ふくしなんでも相談 （祝日除く）
TEL ６２６－０５５５
毎週月曜～金曜日 ９:００～１７:００
◆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
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マックスバリュ東海株
式会社様より、企業の社
会貢献活動の一環として、
車椅子 1 台を寄付してい
ただきました。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。

職 種
勤務日
勤務地
内 容
資 格

贈呈式の様子

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 )
給 与 時給１,０８０円～
土日祝日割増、訪問手当、賞与 2 回
問合せ 大井川福祉サービスセンター
TEL662-0610 担当 : 河村

