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場　　所
出演予定

出店予定

問 合 せ  

大井川福祉センター　ほほえみ　せせらぎ広場
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、
AtoG 舞夏、手話サークルつばさ・さざなみ
わたがし、フランクフルト、フライドポテト、やきそば、
金魚すくい、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。
大井川支所　地域福祉会館係　TEL 662-0610

今年もやいちゃん
が来るよ！！

大井川保育園園児によるオープニング

ほほえみ夏祭りほほえみ夏祭り
８月２４日（土）17:00 ～ 20:00８月２４日（土）17:00 ～ 20:00
※雨天の場合は、大井川福祉センター内で開催します。※雨天の場合は、大井川福祉センター内で開催します。

第
16
回

第
16
回

今年も大抽選会を予定しています。お楽しみに！今年も大抽選会を予定しています。お楽しみに！今年も大抽選会を予定しています。お楽しみに！
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日　時
　　　

会　場
料　金
問合せ

8 月８日（木）
［午前の部］１０：００～１１：３５
［午後の部］１３：３０～１５：０５
※１日２回上映　開場は３０分前から
大井川福祉センター ２階大広間
入場無料（先着順）　
大井川支所　TEL６６２－０６１０

　黒いスーツに白いシャツ、ネクタイをビシッと
締め、チャキチャキと歩く“ボス・ベイビー”。
見た目は赤ちゃん、中身はおっさん !? 最初は反発
しあっていた兄ティムとボス・ベイビーだったが、
やがて世界を揺るがす巨大な陰謀に挑むことに！
ぜひご家族やお友だちと観に来てください。

ほほえみ映画会ほほえみ映画会ほほえみ映画会

※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。

ボス･ベイビーを上映します

DreamWorks The Boss Baby (C) 2018 DreamWorks Animation
LLC. All Rights Reserved.(C)2018 Universal Studios. All Rights
Reserved.

８月１日（木）～８月３１日（土）

フードドライブを
　　　　実施します！

食品を集めています。ご協力をお願いします！

　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。

①生鮮食品は受け付けません。

②賞味期限が２ヶ月以上あるもの。

③未開封のものでお願いします。

④お米、缶詰、パスタ、防災食などが喜ばれ

　ます。

＊食べ物を寄贈する時の注意

< 受付場所 >

○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

令和元年度　高齢者の権利を守るセミナー　シリーズ第１弾

みんなで防ぐ虐待の芽
～高齢者虐待の発見と対応～

　高齢者への虐待の背景には、家族等の孤立や不適切な介護から起きていることもあります。

周囲の理解や一人ひとりが関心をもつことで、虐待を未然に防いでいきましょう。

8 月 10 日（土） 10:00 ～ 11:30
（受付 9:30 ～）

会　場

内　容

定　員

申込み

問合せ

大井川公民館　大会議室

・焼津市より現状報告（15 分）

・講演（60 分）　　他

20０名　※定員に達した時点で締切ります。

８月２日（金）までに、下記連絡先まで

焼津市北部地域包括支援センター

TEL６２６－３２１９　FAX６２６－３１９７

焼津市地域包括支援センター（北部・中部・南部・大井川）

静岡県社会福祉士会
権利擁護相談員

増田 せつ子 氏
講師

参加料無料どなたでもどうぞ
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みなさまからの会費で支えられています
　焼津市社会福祉協議会（焼津市社協）は、地域のみなさまに支えられた民間の福祉団体です。

誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、地域の福祉推進に取り組んでいます。

　焼津市社協は、行政の福祉施策とは違った住民主体の地域福祉活動の実施のため、住民のみな

さんを対象とした会員制度を採っています。

社協会員は社協のサポーター　社協会費にご協力ください
　焼津市社協は、行政からの補助金や委託金を大きな

財源としていますが、このほかにも共同募金の配分金

や介護福祉サービス事業などを実施し、活動財源の確

保に努めています。 地域で暮らす住民のみなさんが主

体の民間団体である社協は、事業の自主性を高めるた

めに、特に社協会費や寄付金などの自主財源の確保が

重要となっています。

400 円

1,000 円

2,000 円

一世帯年額

一口

一口　

普通会費

特別会費

施設団体会費

普通会費

特別会費

施設団体会費

合計

46,257 戸

1,301 件

19 施設・ 9団体

18,500,932 円

2,026,400 円

367,000 円

20,894,332 円

昨年度実績

ご協力よろしくおねがいします。

＼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！！

7 月 30 日（火）
８月８日（木）
両日とも１３：３０～１５：００
総合福祉会館
小学生以上（保護者同伴可）
30 人程度
無料
両日とも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。
総合福祉会館　TEL６２７－２１１１

日　時　　

会　場
対　象
定　員
料　金
申込み

問合せ

みんなで
ウェルシップやいづを
探検しよう！

みんなの挑戦を

待ってるぜ！

地図を頼りに
キーワードを
探そう！
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　平成３０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ともに、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。

会員数および会費
普通会費 

　46,257 戸

特別会費　

　1,301 件

施設団体会費　19 施設・9 団体

 

合　計

１８,５００,９３２円

２,０２６,４００円

３６７,０００円

２０,８９４,３３２円

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。

地域福祉の充実強化と
活動推進

○ふれあいネット推進活動の充実

○地域ふれあいサロン活動支援

○第３次焼津市地域福祉計画・地域

福祉活動計画の進行管理

○地域福祉推進地区の活動援助

○出張福祉講座研修会事業

○日常生活自立支援事業

○生活困窮者自立相談支援事業

○家計相談支援事業

○福祉教育実践指定校の活動援助

○夏休み福祉体験学習及び世代間交

　流の開催

○福祉器具機材の貸出

○地域福祉促進助成事業

○生活支援体制整備推進事業

在宅福祉の充実・
高齢者福祉活動の推進

○身体障害者訪問入浴サービス事業

○身体障害者移動支援サービス事業

○地域包括支援センター事業

　・北部地域包括支援センター

　・大井川地域包括支援センター

○生きがい活動支援通所事業

○会食サービス事業（あじさいの会）

ボランティア活動の振興育成 善意銀行の運営
○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 22 団体（637 人）

○企業の社会貢献活動研究会

　参加企業　　10 企業・団体

○精神保健福祉への取組み

○ボランティア活動保険の加入

○災害時ボランティア支援事業

○傾聴ボランティア支援事業

相談事業・援護事業
○ふくしなんでも相談

　取扱件数　延べ３６7 件

○貸付事業

○援護事業

　火災罹災者援護　3 件

　旅費欠乏者援護　91 人

○権利擁護センターの運営

　相談件数　延べ 6５件

○権利擁護普及啓発事業

　・講演会を開催　参加者 86 人

障害・児童・母子福祉活動
○福祉関係団体への活動援助

○ハンディキャブ（福祉車両）貸出

　事業　延べ 473 件

○おもちゃ図書館運営支援

○点字広報・声の広報発行事業

○放課後児童クラブ事業

調査研究・啓発活動
○広報紙の発行

　社協やいづ年６回発行（全戸配布）

　社協つうしん毎月発行（関係者）

○第 48 回焼津市社会福祉大会の開催

○静岡県健康福祉大会

　社会福祉功労表彰　16 人

　募金ボランティア　3 人・１団体

○第 37 回福祉まつり「ふれあい広場」

○第 15 回ほほえみ夏祭り

　

○社会福祉活動寄付金

　１２３件　３,３４０,１８７円

○物品預託

　使用済み切手ほか　３５９件

共同募金事業
○赤い羽根共同募金募金運動

○歳末たすけあい運動

　在宅助成　５,８０５,０００円

　地域助成　３,３０３,０００円

○低所得世帯児童・生徒援護金

　祝金　　　　３１０,０００円

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

障害者自立支援事業
○焼津福祉サービスセンター

○大井川福祉サービスセンター

施設管理運営
○総合福祉会館

　330 日　利用者 119,837 人

○大井川福祉センター

　329 日　利用者 70,374 人

平成 30年度事業報告平成 30年度事業報告平成 30年度事業報告

社会福祉充実計画
○職員育成事業

○職員処遇充実事業
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平成 30年度決算報告平成 30年度決算報告平成 30年度決算報告
事　
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収
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支
出

勘定科目 決算額 （単位：円）資金収支
計算書

貸借対照表

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

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

資産の部 負債の部

（単位：円）

収入

※ホームページに事業報告・決算報告の詳細を掲載しています。ご覧ください。

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
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)-(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)-(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)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11)+(12)

20,894,332
3,379,187
67,083,209
233,746,111
2,818,800

171,703,478
63,326,825
37,294,327
1,417,014
3,862,729

605,526,012
411,829,441
156,945,731
22,457,125
22,330,163

925,295
614,487,755
△ 8,961,743

0
7,025,400
979,600

8,005,000
△ 8,005,000
43,079,199
43,079,199
18,083,901
18,083,901
24,995,298

0
8,028,555

295,876,547
303,905,102

365,237,288
292,442,753
63,185,375

12,160
9,499,000

98,000
494,645,858
4,000,000
4,000,000

490,645,858
2,515,247
7,485,200
3,948,800
375,000
176,500

85,993,546
270,283,440
10,577,000
109,291,125

859,883,146

85,234,781
58,698,927
2,664,400
2,633,259
21,238,195
87,277,946
1,284,400
85,993,546
172,512,727

282,431,284
270,283,440
10,577,000
1,570,844
2,405,232
2,405,232

109,291,125
109,291,125
293,242,778
13,681,327
687,370,419
859,883,146
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●

●物品でのご協力

寄附金でのご協力

物品内容………………………………………………………………………

敬称略、順不同（令和元年5月7日～令和元年6月28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

あじさいの会、あじさいの会大富、あじさいの会焼津北地区、青沼礼子、飯島麻衣、
飯塚藤子、井林たつのり事務所、稲森百合子、大富公民館、大富地区１８自治会民
生委員児童委員協議会、家庭倫理の会、厳智会一同、小長谷笙・奏人、斎藤律子、
杉本すづ代、渡仲逸男、日東産業株式会社、ほうたる、みどり野ミニディ豊田、
宮崎明、望月美香、ヤスミ水産株式会社、藁科啓次、匿名29件

使用済切手、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、紙おむつ、文房具、石鹸、児童書・児童用かるた、その他

静岡銀行焼津黒潮会、スーパー田子重小川店、美崎五郎カラオケ教室、
スーパー富士屋焼津南店、焼中昭和35年卒3年2組有志、士、やすもり、
見崎平八、服部正宏、匿名5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　　TEL ６２６－０５５５　　毎週月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９：００～１７：００
●社協権利擁護センター　TEL ６２６－０５５５　　毎週月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８：３０～１７：００　　　　　　　
●司法書士による権利擁護相談   TEL ６２１－２９４１　　毎月第 2 水曜日（要予約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １３:３０～１６:３０

ご
相
談
は
こ
ち
ら
ま
で

コハマ 小川店 静岡県焼津市小川3976  
平日9:00～20:00 日祝10:00～19:00 (年末年始及び夏季に時間変更あり)
新製品情報、お得情報満載のHP・Facebookもご覧ください!
http://www.k-kohama.com

TEL 054-656-0070

新しいもの好き人間が店長です、とにかく新製品がすぐ店頭に︕

文房具の寄付をいただきました。
　日東産業株式会社様より、友禅ロー

ル紙と友禅えんぴつセットのご寄付を

いただきました。

　いただいたご寄付は有効に活用いた

します。

寄付を受け取る村松常務理事

デイサービスやすら樹にてレクリエーションのご協力をいただきました！

レクリエーションのサポートありがとうございまし

た！　今後ともよろしくお願いします。引き続きサ

ポーターの募集を受け付けております。

かけはし様　（フラダンス）

ザブーンやいづ様　（ダンス）　

エム・HO ダンディーズ様　

　　　（大正琴等の楽器演奏）　

ごえんだま & 藤守友の会様　

　　　（合唱、腹踊り）

大橋正博様　（キーボード演奏）

森　千里様　（手芸）

川村三枝子様　（習字）

松島幹子様　（フラワーアレンジ）

４月 1９日

４月２３日

５月２４日

５月３０日

６月１９日

毎月　　　

毎月　　　

毎年５月　

大橋正博様

かけはし様ザブーンやいづ様

ごえんだま & 藤守友の会様

デイサービスやすら樹　TEL 664-3033　鈴木・稲本


