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第 　　　号

歳末たすけあい運動運　動　期　間  
12月1日～ 31日

歳末を迎え、支援を必要とする方への援助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。

１１,０００,０００円

みなさまのご協力により昨年度の募金総額が 10,405,407 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におたずねください。

集まった募金は、全て焼津市内の福祉活動に助成されます。ご協力お願い致します。

昨年度に助成した事業の一部です。

本年度のスローガン「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」

歳末たすけあい運動募金の目標額

★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。

　※令和元年度は、451世帯に

　　援護金を助成、16人に入進

　　学等祝金を助成することが

　　できました。

★地域福祉活動助成
　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
　行う事業に助成します。
　※令和元年度は、

　・一人暮らし高齢者等友愛訪問13件

　・自治会や障害者施設等においてのクリスマ

　　ス会や餅つき大会、歳末のイベント等26件

　・一人暮らし高齢者激励・交流事業10件

歳末たすけあい運動募金の使い道
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ボランティア講座
　ボランティア活動をしてみたい！ボランティアについて知りたい、そんな方へ
ボランティアの心得や活動紹介を行います。
　ボランティア活動をはじめてみたい方、ボランティアに興味がある方、この機
会にご参加ください !

【対　象】　ボランティア活動をはじめてみたい方、ボランティアに興味のある方
　　　　　★定員　２０名　　★参加費　５００円　★全日程参加できる方

日　　時　　　　　　　　　内　　　　容　　　　　　　　　　　講　　　師
1 月 19 日（火）
13:30 ～ 15:30
1 月 20 日（水）
10:00 ～ 11:30

2 月 19 日（金）
10:00 ～ 11:30

ボランティアの心得について
ボランティア活動者からのはなしを
きいてみよう♬

ボランティア活動に向けて

ボランティア活動者

【問合せ】地域福祉係　TEL621-2941  FAX626-0573

【申込み】電話又は、申込書に必要事項を記入の上、社協受付に直接お持ちいただくか、
　　　　  FAX でお送りください。 　※定員になり次第締め切ります。

　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。

ほ ぼの の 写真展作品募集！

募集期間

展示期間

テーマ　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

応募方法　

サイズ　　　　　

１２月１４日（月）～１月１８日（月）

１月２１日（木）～２月９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キュート部門

　子どもや動物等の思わずかわいい

　と思う写真ならなんでも結構です。

応募用紙に必要事項を記入し、写真

を会館まで持ち込むか又は郵送して

ください。

Ａ４・四ツ切サイズ・ワイド四ツ切

注意事項

その他

問合せ・応募先

〒425-0088　

焼津市大覚寺３丁目２－２

焼津市総合福祉会館

TEL６２７－２１１１

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。（各賞や参加賞と一緒に直接手

渡しにて返却します。）

社協会長賞、部門賞などの各賞あり。

応募者全員に参加賞あり。

参加者
募集

1 月 21 日～ 2 月 18 日の期間で、1 回以上ボランティア体験をしていただきます。

焼津市社会福祉協議会

NPO 法人日本ボランティアコー
ディネーター協会　青山織衣氏

【場　所】　焼津市総合福祉会館 ３階 多目的ホール
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生活の中で　　　　　　　はありませんか？困ったこと
せいかつ　　 なか こま

そんな時には、                            にご相談ください！
とき　　　　　　                             　　　 　　           そうだん

社会福祉協議会
しゃ  かい  ふく   し  きょう  ぎ   かい

　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。

○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。

　　にんちしょう　　 ちてき　　 せいしんしょうがい                        にちじょうせいかつ

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　　　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

　福祉サービスの利用の申し込み、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。

●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

　　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

　

　　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

　　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

<問合せ>　生活相談支援係

　　　　　TEL　621-2941

にち  じょう   せい   かつ    じ     りつ    し    えん     じ   ぎょう

日常生活自立支援事業

福祉サービスの
手続きがわからない…

計画的にお金を使いたい
けれども、うまくいかない…

通帳などしまった場所を
忘れてしまうことが…

ふくし

てつづ

けいかくてき　　　かね　　つか つうちょう　　　　　　　　　　ばしょ

わす

ぐたいてきな　　　　　　　　　　　　れい

具体的なサービスの例

　　ひと　　　りよう

どんな人が利用できるの？

利用料について

どんなサービスがあるの？

 りようりょう

くらしの“あんしん”をおてつだいくらしの“あんしん”をおてつだい

せいかつそうだんしえんかかりといあわ

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ヶ月以上あるものをお願いします。

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 < 実施場所 >

総合福祉会館１階（大覚寺３-２-２）

大井川福祉センター１階（宗高５７２-１）

※専用の箱を用意しています。
<問合せ>　総務管理係
　　　　　TEL　621-2941

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」実施します「フードドライブ」実施します「フードドライブ」実施します

令和 3 年 1 月 4 日（月）～ 1 月 31 日（日）令和 3 年 1 月 4 日（月）～ 1 月 31 日（日）
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～他制度の借入れが困難な世帯の人への入学金・授業料などの貸付け～

　高等学校・大学等に進学を希望されるお子さんがいる世帯で、他制度の借入れが

できない人を対象に教育資金の貸付けを行います。貸付けは無利息です。申込みか

ら借入れまでに１～ 1 ヶ月半程度かかります。事前申込みができますので、

受験校が決まりましたらお早めにご相談ください。

学　校 教育支援費（月額） 就学支度費

高等学校
高等専門学校
短期大学・専修学校（専門課程）
大学

35,000円
60,000円
60,000円
65,000円

50万円
（入学時のみ）

・借受人はお子さんご本人です。ただし、世帯の生計中心者に連帯借受人に
　なっていただきます。（借受人が未成年の場合は、原則として親権者の同
　意が必要です。）
・利用目的に沿っていなければ貸付けできません。
・すでに払い終わっている入学金・学費・経費等は対象外となります。
・原則として連帯保証人が必要になります。（応相談）
・民生委員･児童委員との面接が必須となります。
・申込み時に決めた返済期限を過ぎると延滞利子（年利 5％）が発生します。
・市社協は、貸付け相談・申請の窓口となります。審査は静岡県社会福祉協
　議会が行います。

1．対象　　

2．貸付け金額（限度額）

3．貸付けにあたっての留意点

①日本学生支援機構
②母子寡婦福祉資金
③国の教育ローン
④県の教育奨学金
⑤静岡県育英会　等
※年内締切りのもの
　もあります。

＊他制度の例＊

※ご相談の際は、事前に電話にてお問合せください。

問合せ :　

生活相談支援係

TEL 621-2941

市内在住で収入が基準以下かつ他制度の借入れが困難な世帯

教育支援資金のご案内教育支援資金のご案内

各種相談窓口のご案内焼津市社会福祉協議会
●ふくしなんでも相談

●権利擁護センター・成年後見支援センター

●障害者相談支援

生活に関するあらゆる悩みごとや困りごと、在宅介護や子育て、日常生活に関する困りごとなど、

さまざまな相談に応じます。

『成年後見制度』の活用支援をはじめ、福祉サービス利用や日常のお金の管理をお手伝いする『日

常生活自立支援事業』の利用相談など、広く市民の方の権利擁護のための相談をお受けします。

障害をお持ちの方やご家族を対象に、生活上の困りごとや福祉サービスに関する相談に応じます。

場　所
実施日
問合せ

総合福祉会館 1 階　焼津市社会福祉協議会内
毎週月～金曜日　8:30 ～ 17:15　※祝日および年末年始は除く
TEL 626-0555

●司法書士権利擁護相談【毎月第２水曜日 　13:30 ～ 16:30】
成年後見センター・リーガルサポートの司法書士が、権利擁護に関する相談をお受けします。
地元の身近な司法書士が皆様に寄り添う、アットホームな相談会です。

場　所 総合福祉会館 1 階　焼津市社会福祉協議会内にて受付
※要予約　相談無料　１回 30 分

●法律・福祉相談会【毎月第２・第４金曜日　13:30 ～ 15:30】
経済的に余裕のない方が活用できる法テラスの『無料法律相談』を焼津で受けられます。
法律問題と併せて福祉や生活の悩みも相談できます。

場　所 総合福祉会館 1 階　焼津市社会福祉協議会内にて受付
※要予約　相談無料　１回 40 分（資力要件あり）

相談に関する問合せは
生活相談支援係
TEL621-2941
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～生活支援体制整備事業～

地域ささえあい講演会

どなたでも

１３０人

無料

講師：目崎智恵子氏
高崎市第一層生活支援コーディネーター

令和２年 12 月 14 日（月）13：30 ～ 15：00

焼津市総合福祉会館３階 多目的ホール

日　時
会　場

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関を利用してのご来場を
　お願いいたします。

【申込み】電話又は、申込書に必要事項を記入の上、社協受付に直接お持ちいただくか、FAX で

お送りください。締切：12 月１0 日（木）【問合せ】地域福祉係　TEL621-2941

対　象
定　員
参加費

　少子高齢化の中、誰もが住み慣れた地域で暮らしてい

けるよう、住民同士の‘ささえあい’が重要になってい

ます。講演会では、群馬県高崎市でのささえあい活動に

ついて、目崎コーディネーターから分かりやすくお話し

いただきます。

「どうして、ささえあいが必要なの？」「協議体ってなに？」

「ささえあい活動をやってみたい」

など関心のある方は、お気軽にご参加ください。

焼津市社会福祉協議会　職員募集焼津市社会福祉協議会　職員募集

職　　種
内　　容

勤務時間
資　　格

介護予防プランナー（臨時職員）

介護保険で要支援１・２及び事業対象者に認
定されたご利用者に対する介護予防支援及び

介護予防ケアマネジメントの実施

８:３０～１７:１５　※応相談

介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護

師のいずれかの資格、普通自動車免許

給　　与
待　　遇

休　　日

採用人数

日給８,８８０円（賞与あり）

通勤手当

保険（雇用・労災・健康・厚生）

土曜・日曜・祝日

年末年始（12/29 ～ 1/３）

若干名

［問合せ］北部地域包括支援センター　TEL６２６－３２１９　丸山・法月

職　　種
内　　容
雇用期間
勤 務 地

勤務時間

待　　遇
休　　日
給　　与
採用人数

放課後児童クラブ支援員（臨時職員）

放課後に保護者がいない児童（小学 1 ～ 6 年生）を対象に生活と遊びの支援

勤務開始～令和 3 年 3 月 31 日　（契約更新の可能性あり　※原則更新）

おおとみキッズ（焼津市中根新田 637　大富小学校内）

大井川南放課後児童クラブ（焼津市利右衛門 856-9）

※勤務地については応相談

平日　　13：00 ～ 18：30（週 4・5 日程度）

土曜日　  7：30 ～ 17：30 内で実働 5 時間（月に 1 回程度）

長期休暇  7：30 ～ 18：30 内で実働 5 ～ 8 時間程度（シフトによる）

通勤手当、保険（雇用・労災）

日曜、祝日、夏季（8/13 ～ 16）、年末年始（12/29 ～ 1/4）

時給９５０円（資格手当あり、賞与あり）

若干名

［問合せ］地域福祉会館係　TEL６６２－０６１０　川村・小林

急募
1

2
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敬称略、順不同（令和2年9月1日～令和2年10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

※

●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）
●社協権利擁護センター　　　　　　　　　　　　　 　８：３０～１７：１５
●成年後見支援センター

●司法書士権利擁護相談   　　　TEL ６２１－２９４１　毎月第 2 水曜日（要予約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１３：３０～１６：３０

●法律・福祉相談会　　　　　TEL ６２１－２９４１　毎月第２、第４金曜日（要予約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１３：３０～１５：３０

焼津市社会福祉協議会　登録職員募集
職　　種

勤 務 日

内　　容

給　　与

資　　格

採用人数

選考方法

応　　募

担　　当

運転手（登録職員）

週 2 日から 3 日（平日）※応相談

生きがい活動支援通所事業（かもめ）利用者の送迎

8 人乗り自動車を使用して市内の利用者宅から総合福祉会館まで送迎します。

・午前（迎え）8：15 ～ 10：00　・午後（送り）14：30 ～ 16：30

時給１,０００円

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）焼津市内の地理にくわしく安全運転ができる方

若干名

①令和２年 12 月中旬から勤務できる方　②令和３年 3 月下旬から勤務できる方

書類選考・面接により決定します。（初回面接：11 月 30 日）

電話連絡後、履歴書を郵送またはご持参ください。

急募

連合静岡志太榛原地域協
議会様より、不織布マス
クのご寄付をいただきま
した。
感染防止対策に有効に使
用させていただきます。

焼津市ゴルフ連盟様より、社会福祉活動資金寄
附金としてご寄附をいただきました。藤枝ゴル
フクラブにて開催された
第４１回焼津市民親善ゴ
ルフ大会において、参加
者・関係者の皆様より集
められたご寄附です。

在宅支援課　TEL６２７－０４１２　丸山・堀口

●

●
社会学級焼津一二三会、焼津第一一照会、連合静岡志太榛原地域協
議会、遊輪館、稲森百合子、青沼礼子、「家庭倫理の会」焼津支部、
大富地区民生委員児童委員協議会、長倉礼子、静環検査センター、
あじさいの会豊田地区、第一生命保険株式会社焼津営業オフィス、
石垣保津美、増田鉄郎、橋ヶ谷弘、大澤美恵子、小池時義、芝田知
恵子、焼津商工会議所、大富第１９自治会女性部・ＯＧ、影田女子
中老会、一二三会、シーラック株式会社社員一同、匿名28件

書き損じハガキ、使用済み切手、未使用ハガキ、ベルマーク、毛糸、
タオル、ティッシュ空箱、不織布マスク、文房具、寝具、ハンカチ、
布マスク、介護ベッド、おむつ、米、衣類、カイロ、入れ歯洗浄剤等

静岡銀行焼津黒潮会、焼津市ゴルフ連盟、スーパー田子重登呂田店、
小林淳子、士、小澤敏江、見崎平八、高橋道弘、みなみ朝市、匿名９件


