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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。

１０,０００,０００円

みなさまのご協力により昨年度の募金総額が 9,954,512 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

★地域福祉活動助成

歳末たすけあい運動募金の使い道

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２年度は、422世帯に援護金を助成、1８人に入進学等祝金を助成すること

　ができました。

　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２年度は、３４事業に助成。

　　・一人暮らし高齢者等友愛訪問

　　・自治会、ボランティア団体、障害者等福祉施設においてのクリスマス会及び

　　　餅つき大会等の歳末イベント
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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。

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１３日（月）～１月１７日（月）

１月２０日（木）～２月９日（水）

「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、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。

令和４年１月４日～１月３１日

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レトルト食品、缶詰、パスタなどが喜ばれます。

＊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>　総務課総務管理係
　　　　　TEL　621-2941

を実施します！を実施します！

熱海市伊豆山土砂災害
　　　　　　　職員派遣

　7 月 21 日（水）から熱海市伊豆山大規模土石

流発生に伴うボランティア活動がはじまり、焼津

市社協からも被災者支援活動を行うため「熱海市

災害ボランティアセンター」へ職員派遣を行いま

した。

　センター運営では、

ICT 技術を用いており、

様々な事務を簡略化し

て行なっていました。

コロナ禍での活動とい

うこともあり、密を避

けるための工夫としても有効だと感じました。熱

海市での経験を他職員にも共有するため、職員研

修を実施し、今後の災害への対応に役立てられる

よう取り組んでいます。

○総務班兼本部受付業務　１名

　期間：７月２９日～ 8 月 1 日

○生活福祉資金特別貸付業務　１名

　期間：８月６日、８月１０日

　熱海市社協では、10 月 1 日（金）から中長期

的に伊豆山地域の方々の復興に寄り添っていくた

め「熱海市災害復興ボランティアセンター」へと

名称を変更し、引き続き活動を行っています。

８月１日～８月３１日の期間で実施したフード

ドライブで集まった食材の量です。

みなさまのご協力ありがとうございました。

ご報告 91.85kg の食品が集まりました。

報告
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　地域ふれあいサロンは、ご近所の方たちが、気楽に集まり、おしゃべりを通して、仲間づ

くりや生きがいづくりとなっている場所です。そこに集い、誰かとおしゃべりしたり、話し

ているのを聞いているだけでもいい。気軽に立ち寄ることができ、誰もが主体となる場で、

地域の公会堂や自宅などで月に１～２回程度開催されています。

詳しくは、TEL ６２１－２９４１ 地域福祉係まで。

２４か所

地域ふれあいサロンのご紹介

まこも会(ミニデイ )
●場　所：大住公会堂

●開催日：毎月第 2 木曜日

●時　間：１０:００～１２:３０

さくら会 (居場所）
●場　所：代表の自宅

●開催日：毎月最終日曜日

●時　間：１３:３０～１５:００

　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 !

【場　所】
【対　象】

日　　時　　　　　　　　　内　　　　容　　　　　　　　　　　講　　　師
1 月 17 日（月）
13:30 ～ 15:30

1 月 18 日（火）
　9:30 ～ 11:30

2 月 21 日（月）
　9:30 ～ 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話を
聞いてみよう

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。 右記 QR コードからも申込みできます。　
　　　　  ※定員になり次第締め切ります。

参加者
募集

1 月 19 日（水）～ 2 月 20 日（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

ボランティア講座

■地域ふれあいサロンは、３つの通いの場の総称です。

　市内に８１か所あります。

（R3.3.31 現在）

子育て中の親子

２か所

対象

高齢者

５５か所

対象

どなたでも

対象

子育てサロン子育てサロン ミニデイミニデイ

居場所居場所

焼津市総合福祉会館 ３階　大会議室 
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　　★参加費無料　　　★全日程参加できる方

ボランティア講座

２４か所
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普 通 会 費
特 別 会 費
施設団体会費

46,300世帯
760件

20施設・10団体

18,506,920円
1,320,890円
392,000円

項　　目　　　　　口数（件数）　　　　金　　額

地域のみなさま、 企業のみなさま、 たくさんのご協力ありがとうございました。

みなさまに支えられております !!みなさまに支えられております !!
合計　20,219,810円

令和３年９月3０日現在

社協会費のご協力ありがとうございました社協会費のご協力ありがとうございました

特別会員 （1 口 1,000 円） （敬称略 / 五十音順）

３口以上

２口 青島ポンプ工業株式会社、 天野秀子、 飯塚重雄、 飯塚進、 息明雄、 池谷健、 池谷信之、 池田畳店、 石野
富男、 出雲福男、 有限会社一成工房寺岡徹、 岩崎健一、 株式会社エムケーエンジニアリング、 エル ・ ワークごと
う、 エルワークますだ、 大久保吉章、 大須賀喜久雄、 大畑幸雄、 尾崎幸子、 小塩弘之、 有限会社オノダ電気、
片山進自、 加藤康、 有限会社カネニ仁藤、 神村紘紀、 河合聡一郎、 株式会社北野製作所北野文隆、 久野隆市、
久保山源六、 甲賀正輝、 小長谷忠男、 小長谷道夫、 小長谷義明、 小林朝子、 小林弘愛、 コミュニティ－ビレッジ
下小田、 近藤鋭次、 近藤吉典、 株式会社齊藤文雄建築事務所、 提坂哲也、 佐野清志、 塩沢英雄、 株式会社静
岡環境保全センター、 静岡県佃煮商工業組合、 静岡焼津リース株式会社焼津支社、 株式会社静岡旅行センター、
静岡瀝青工業株式会社大井川工場、 柴田猪佐男、 有限会社シブヤ印刷工芸社、 島田掛川信用金庫大井川支店、
島田掛川信用金庫西焼津支店、 株式会社清水銀行焼津支店、 常照寺松永有宏、 進藤一男、 進藤金吾、 株式会
社杉本組、 鈴木啓三、 鈴木常夫、 鈴木藤一郎、 鈴木正子、 鈴木モータース、 静清信用金庫石津支店、 株式会社
先生製作所、 大栄歯科医院、 株式会社太喜園、 株式会社大熊、 高橋光仁、 田代喜久夫、 ダスキンあおい、 田村
和見、 田村正志、 中部飼料株式会社、 塚本自動車塚本保司、 寺尾幹夫、 寺田甲子郎、 有限会社ナオキ産業半田
義雄、 株式会社トマル水産、 長倉整形外科医院、 株式会社中里鉄工所、 成瀬實、 新美一雄、 日東産業株式会社、
日本硝子産業株式会社静岡工場、 株式会社にんべんフーズ本社工場、 法月正雄、 はごろもフーズ株式会社焼津
プラント、 株式会社ハセガワ、 株式会社長谷工業所、 株式会社はの字食品、 原崎充弘、 原田安良、 ビューティー
ハウスＡＢＣ大塚智子、 日吉明美、 深沢慶治、 深沢美恵子、 福島藤雄、 普門寺、 保険 ・ センター有限会社、 増田
晃、 増田茂夫、 増田為彦、 増田信行、 増田甲雄、 松下正之、 松永哲雄、 松永モータース、 松永芳信、 松野洋、
松本田鶴子、 株式会社丸橋運送、 マルフジ建材株式会社、 丸山昭夫、 見原實、 宮西繁明、 村松機工株式会社、
村松外志治、 村松正志、 メガロ化工株式会社、 焼津市魚仲水産加工業協同組合、 焼津の水戸黄門大橋正博、 焼
津幼稚園、 薮内重樹、 株式会社藪崎工業所、 株式会社薮崎新聞店、 株式会社山和フーズ、 湯口譲、 有限会社中
央熱システム、 吉田晴彦、𠮷田充穂、 米澤好章、 良知幸治、 林叟院鈴木包一、 有限会社ワイズオートコレクション

青島直久、 浅井健司、 穴井操、 天野医院、 株式会社あまる齋藤商店、 アロエ食品株式会社、 株式会社
飯塚工務店、 石川勝央、 株式会社イシダテック、 石原十四夫、 稲川明、 有限会社五十右タイル工業、 医療法人社
団安津会前田産科婦人科医院、 株式会社いわきゅう駿河大島工場、 植田雄次郎、 有限会社梅原製パン、 エスエス
ケイフーズ株式会社、 大井川重機有限会社、 有限会社大井川ターミナル、 大井川農協静浜支店、 大井川埠頭株式
会社、 有限会社大石水産、 大石壮吾、 大久保医院、 大坪水産株式会社、 大畑養蜂園、 岡村正昭、 岡本康夫、 小澤
幸雄、 小野田宗一郎、 小野田吉晃、 株式会社籠清静岡工場、 菓子処かしはる、 割烹黒潮、 有限会社かねいわ商店、
カネ儀運輸有限会社、 カネツ静岡倉庫株式会社、 亀山歯科医院、 有限会社漢人電気、 木戸弘之、 株式会社敦栄、 株
式会社協和鉄工所、 株式会社クンカ ・ イケショー、 株式会社興栄建設、 小川漁業協同組合、 こばと薬局、 小林宏旨
税理士事務所小林宏旨、 小松原忠四、 株式会社斉藤工務店、 酒井自動車有限会社、 桜井治信、 さくら保育園、 佐倉
屋水野繁、 佐藤医院、 株式会社三晃電気工業所、 實石正敏、 株式会社清水銀行田尻支店、 有限会社清水商事湊の
やど汀家、 清水義之、 三味、 株式会社ジュエルツチヤ、 株式会社ジョイフーズ、 杉山産業株式会社、 株式会社鈴勝、
株式会社鈴木商事、 鈴木清一、 静清信用金庫西焼津支店、 株式会社増商、 株式会社ソニー ・ ミュージックソリュー
ションズ、 有限会社大吉石油、 有限会社大幸鉄工所、 高田永雄、 有限会社タカノ商店、 高橋道弘、 滝澤義雄、 た
ち吉、 有限会社長者の森、 坪井特殊車体株式会社、 寺本誠一、 東ポリ株式会社、 東洋水産株式会社焼津工場、 特
別養護老人ホームつばさ、 戸田裕司、 株式会社渡仲セメント、 永田實治、 中野明子、 中野鋒美子、 株式会社ニュ
ーヘルスフーズ、 株式会社はいやくあお空薬局、 橋ヶ谷善生、 橋本喜史、 株式会社長谷川鉄工所、 服部三男、 株式
会社花康、 早川猛、 株式会社原川土木、 平井信男、 平田厚、 フジ建設株式会社、 藤浪宏次、 平和みらい株式会社、
株式会社朋電舎、 ホテル龍宮、 蒔田測量事務所、 巻田油業株式会社、 増田一成、 松浦伸明、 株式会社松永工基、 株
式会社丸一食品、 株式会社丸栄、 株式会社丸川、 株式会社ミズカミ、 みなと家有限会社、 宮崎達男、 有限会社望
月商店、 焼津漁業協同組合、 焼津資源開発事業協同組合、 焼津自動車学校、 焼津商工会議所、 株式会社焼津水産
振興センター、 焼津第７支部役員増田静夫、 弥栄電工株式会社、 山口モータース、 山竹葉子事務所、 山本重三、 や
よい産業株式会社、 吉田典充、 利右衛門自治会役員 10 名

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
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１口 青木敬、 青木敏郎、 赤堀喜久夫、 秋山勝敏、 秋山酒店、 秋山秀夫、 秋山仁、 株式会社アサイテック、 朝
倉清、 アサダ石油株式会社、 味彩、 安倍利明、 阿部好弘、 天野修、 株式会社アルトス大井川工場、 あんしんデ
イサービス片山孝行、 安保光雄、 五十嵐清、 池谷信雄、 池ヶ谷明子、 池田酒店、 石上達雄、 石神治巳、 石黒勝
清、 石崎毅、 石田歯科医院石田義人、 石田一志、 石田美和、 石野豊、 市川紀俊、 伊東クリニック、 伊藤賢治、
伊藤恒章、 伊藤稔英、 伊藤芳康、 猪野昌次、 今井秀一、 今井幹東、 今本誠一、 医療法人社団正心会すずかけ
の木、 岩崎成昭、 岩﨑四郎、 岩﨑守、 岩本忠行、 岩本善嗣、 岩山裕二、 氏原秀和、 内田義之、 梅原包司、 梅
原レイ子、 粳田祐一、 有限会社エイブル東海、 江川長一、 遠藤静雄、 遠藤文夫、ＪＡおおいがわ焼津支店、 大石
盾樹、 大石英生、 大石ユニオン、 大石龍一、 有限会社大國家、 大久保行、 大越修二、 大澤雅晴、 大塚昭男、 大
塚市雄、 大塚進、 大友二郎、 大貫敏明、 大野惣平、 大野晴行、 大畑一高、 大村庵荒木亮、 大村正美、 岡村清志、
岡村初男、 岡本喜久郎、 おくがわ美容室、 小倉政己、 押尾完治、 押尾潔人、 押尾義治、 尾村豊、 片岡行敏、 片
瀬眞、 片山浩樹、 片山文乃、 勝山浩一、 加藤健二、 加藤公一、 金堂匡宏、 金丸政司、 株式会社カネサ大石佐太
郎商店、 株式会社カネデン近藤商店、 株式会社カネボシ、 株式会社カネヤマ水産、 株式会社カネヨ、 鎌田勇、 鎌
田雅彦、 神谷晃太郎、 河合若乃、 川村末雄、 神戸整形外科、 神間孝雄、 菊川悌治、 岸田一郎、 北川和子、 北原
欣司、 北原進、 北原正資、 木下建設工業株式会社、 木村丈男、 株式会社協和不動産、 金原正高、 久野正明、 久
保山昇三、 久保山博行、 九門良一、 くるみ薬局、 黒田芳伸、 小池篤、 小池進、 小池直人、 小池久範、 小泉邦夫、
小泉稔夫、 小板橋剛、 光地進、 小木曽寿彦、 小坂明大、 小杉山正雄、 小手川昇、 小長谷勝、 小濱勝廣、 小林
健二、 小林俊夫、 小林伸行、 駒井信夫、 小宮東、 齋藤一朗、 斎藤邦雄、 齊藤隆俊、 斎藤民男、 斉藤東洋、 齊藤
匡智、 佐伯敏夫、 櫻井昭之、 株式会社サスナ、 佐竹正明、 佐藤鉦太郎、 郷内一衛、 佐藤經次、 澤田泰範、 株式
会社三ヶ名石油、 有限会社塩川新聞舗、 塩澤章、 株式会社静浜ロジネット、 篠宮義晴、 芝崎富朗、 柴山和彦、
柴山勝広、 柴山泰、 シバヤマ理容室、 渋谷一郎、 島野美伊智、 下山政美、 新間和喜、 株式会社新村組、 新村
耕児、 新村定雄、 新村善弘、 ずいこうあん、 杉原利彦、 杉本涼香、 杉本孝雄、 有限会社スギヤマガラス建材、
杉山伸一郎、 杉山高史、 杉山立之介、 鈴木裕乃、 鈴木完次、 鈴木信、 鈴木紳司、 鈴木孝昌、 鈴木猛宏、 鈴木
正志、 鈴木利正、 鈴木敏郎、 鈴木智之、 鈴木雅明、 鈴木光朗、 鈴木康則、 鈴木幸雄、 鈴木由郎、 鈴木吉朗、
せいせいコンポスト、 関宣之、 曽根義二、 株式会社大栄商会、 株式会社タイセン工業、 株式会社大丸木材産業、
高橋和夫、 高林繁、 滝孝、 滝雅彦、 武智オートサービス、 竹浪悟、 武政勝義、 武村光司、 田嶋政典、 ダスキン
高草、 多々良佳明、 田中昌彦、 田村法子、 中部観光バス株式会社、 塚崎邦人、 塚本組、 築地英治、 築地睦夫、
土屋則夫、 寺田浩司、 天理教焼津中央布教所、 有限会社東海ポンプ工務所、 有限会社東興巻田工務店、 十菱
建材株式会社、 遠勢伴男、 遠又照一、 徹電気原田文吾、 時原麻夫、 戸塚博、 飛澤寛治、 渡村増雄、 戸本景明、
株式会社ナカガワＦＭＴ、 株式会社ナカキン焼津工場、 長島博雄、 永田接骨院鍼房、 ナカノ金物店、 中野化粧品
店、 中野幸市、 中野孝、 中野親徳、 中野靖、 中野義雄、 長房義壽、 中村浩、 中村芳博、 成岡康夫、 成瀬光彦、
新妻洋治郎、 西川博士、 仁藤清夫、 仁藤雅夫、 沼野謙三、 法月俊浩、 法月博幸、 法月勝、 法月稔、 蠅田芳夫、
萩原昭夫、 萩原スチール株式会社、 萩原博、 橋ヶ谷隼生、 橋ヶ谷晴郷、 橋ヶ谷昌広、 株式会社橋本組、 橋本勝
策、 橋本孝治、 長谷川修、 長谷川勝治、 長谷川敏治、 長谷川英樹、 長谷川力也、 株式会社パナホーム静岡、 早
川浩右、 早川博幸、 原崎洋一、 パレッツなかじま、 樋口治、 樋口孔人、 有限会社一筋運輸、 平井高行、 平松俊
幸、 福井鉦候、 株式会社福泉大井川支店、 福島昇、 有限会社藤枝オート川端英文、 不二高圧株式会社、 藤田満、
巻田克則、 蒔田俊弘、 牧野孝、 牧浩司、 増井一信、 増井勝孝、 増井茂洋、 増井士郎、 増井孝弘、 増岡直人、 増
田愛次、 増田清伸、 増田國昭、 増田茂樹、 増田秀雄、 増田廣治、 増田保郎、 増浜幸男、 株式会社ますや、 松浦
兼善、 松田敏、 松永秋由、 松永久雄、 松永義男、 松村勲、 松本記代子、 松本昌己、 松本泰教、 有限会社松本
熔接、 丸山千里、 まんさく平宏章、 ミカローム工業株式会社、 見崎訓之、 水口正男、 水野光一郎、 水野隆史、 水
野忠彦、 水野正明、 三田哲朗、 三寺俊晃、 宮崎毅、 宮島昇、 美和義貞、 村上安司、 村田隆弘、 村松勝治、 村
松恭二、 村松健二、 村松覚志、 有限会社村松船舶、 村松隆義、 村松武広、 村松直巳、 村松秀人、 村松美佐男、
村松康夫、 村松義美、 望月誠、 森川晋弥、 守屋正徳、 守屋与四郎、 守屋隆司、 門沢勝明、 株式会社焼津ミマツ、
八木和夫、 八木啓次、 株式会社八木自動車工場、 薮内藤吉、 山川貞雄、 山川傳次、 山岸敏彦、 山極勉、 山口和
博、 山口務、 山口洋美、 ヤマザキショップはらかわ、 山下重樹、 山昭電気工業所、 山田眞一郎、 山梨忠儀、 山
梨寛、 山梨弘志、 山本和義、 山本克郎、 山本隆雄、 山本道代、 山本靖雄、 悠進株式会社、 湯上俊彦、 有限会
社横江組、 横山勇次、 吉田鐡男、 株式会社吉永電業、 吉野明、 吉松直紀、 渡邊武男、 藁科睦夫

施設団体会費 （1 口 2,000 円） （敬称略 / 順不同）
焼津市身体障害者福祉協会、 焼津市重症心身障害児 ( 者 ) を守る会、 焼津断酒会、 焼津市手をつなぐ育成会、 焼
津育成の会野いちご、 さわやかクラブやいづ連合会、 精神保健福祉焼津心愛会、 焼津地区保護司会、 焼津市民生
委員児童委員協議会、 焼津福祉会、 なかよし保育園、 なかよし大富保育園、 さくら保育園、 ふたば保育園、 たかく
さ保育園、 焼津南保育園、 ゆりかご保育所、 第三ゆりかご保育所、 株式会社グローアップ、 たかくさクラブ、 あそび
塾 ・ 第２あそび塾、 春風寮、 高風会暁、 緑遥作業所、 つぶら作業所、 空と大地と、 特別養護老人ホーム 高麓、 特
別養護老人ホーム福聚荘、 特別養護老人ホーム あおい荘、 特別養護老人ホーム大井川睦園



　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か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）

・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。
・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。）
・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３％）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

～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～

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
常
設
の
相
談
窓
口

●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

●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、適切な相談窓口へ繋ぎます。

『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　●障害者相談支援　TEL 621-2941
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焼津市社会福祉協議会　職員募集

２ 募集職種：看護師（臨時職員）
仕事内容：デイサービスでの看護業務（バイタルチェック等）　機能訓練の計画書の作成、評価等
雇用期間：勤務開始から令和４年 3 月 31 日まで　※契約更新の可能性あり
勤 務 地：大井川福祉センター内　デイサービスやすら樹　
勤務時間：８:００～１７:３０（シフト制による。週 38 時間 45 分勤務）　応相談　※週４日程度　
休　　日：日曜日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）
資　　格：看護師・准看護師資格
給　　与：正看護師 時給１,５００円　准看護師 時給１,４００円　休日割増・通勤手当・賞与年 2 回
加入保険：雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金　※勤務時間による
採用人数：１名

３ 募集職種：ぬく森クラブスタッフ（登録職員）
仕事内容：生きがいデイサービスぬく森クラブでの業務、ご利用者様の日常生活介護・支援等
勤 務 地：大井川福祉センター「ほほえみ」内　生きがいデイサービス　ぬく森クラブ
勤務時間：週１～３日程度　８:３０～１７:１５　応相談
資　　格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）　※介護福祉士・介護職員初任者研修修了者であれば尚可
給　　与：時給９２０円 
休日割増・通勤手当・賞与年 2 回
採用人数：1 名

１ 募集職種：介護支援専門員（正職員）
仕事内容：地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でのケアプラン作成、相談業務等
募集年齢：令和４年４月１日時点で６０歳未満の者
資　　格：介護支援専門員資格を有する者、主任介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員研修の
　　　　　受講資格を有する者（令和４年３月 31 日で受講資格を有する見込みの者を含む。）あれば
　　　　　尚可、普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有する者
募集人数：若干名
勤務時間：８:３０～１７:１５
休　　日： 土・日・祝・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）
給　　与：（基本給）　高等学校卒　１５４，９００円～　短大卒・専門学校卒　１６５，９００円～
　　　　　　　　　　大学卒　　　１８２，２００円～　※職歴により加算される場合があります。
待　　遇 ：社会保険加入、各種手当あり、賞与あり（令和２年度 …4.５ヵ月分）
申込締切：令和３年１２月１０日（金）　当日必着
選抜方法：筆記試験（作文）及び面接試験
日　　程：令和３年１２月１８日（土）　筆記試験後に面接試験を行います。
採 用 日：令和４年４月１日
そ の 他：勤務地は本所（大覚寺）または大井川支所（宗高）のどちらかとなり、採用日までに
　　　　　決定されます。

〈問合せ先〉　総務課　TEL６２１－２９４１　担当　三藤・立花１

〈問合せ先〉大井川福祉サービスセンター　TEL６６２－０６１０　担当　鈴木２ ３

大井川福祉センター開館 20 周年記念式典開催
　大井川福祉センターほほえみは、平成１３年９月４日に開館して以来、多くの皆様にご利用い

ただき、この度 20 周年を迎えました。これを記念し

１０月２日（土）に記念セレモニーを開催致しました。

　セレモニーでは、中野市長、永田会長のあいさつに

続き、開館２０周年を記念して開催した「ほほえみ絵

手紙展」の表彰式を行い、受賞者８名に賞状と記念品

を贈呈しました。

　今後も焼津市社会福祉協議会は、大井川福祉センタ

ーの指定管理者として、多くの皆様にご利用いただけ

る会館運営を目指して参ります。
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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3年9月1日～令和3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

焼津第一一照会、株式会社春川マリンパーツ、ふれあいサロン越後島、四ノ宮政代、池谷酒店、豊田公民館、
小野田吉晃、髙橋光仁、焼津市振興公社、立川、見﨑有希子、大富第19自治会女性部、みどり野ミニデイ、
焼津商工会議所、稲森百合子、澤本悦子、平岡隆司、田中達也、清流館高校生物部、横山文江、匿名16件

書き損じハガキ、使用済み切手、未使用切手、ベルマーク、ティッシュ空箱、タオル、毛糸、
シトラスリボン、おむつ、米、その他

田子重西焼津店、大富地区民生委員児童委員協議会、焼津第３地区民生委員児童委員協議会、
焼津ライオンズクラブ、士、見崎平八、高橋道弘、やすもり玩具、匿名10件

※

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

ご
相
談
は
こ
ち
ら
ま
で

●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

●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
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ふれあいサロン越後島様

物品の寄付をいただきました。

　ふれあいサロン越後島の皆様より、手作り

のシトラスリボンをご寄付いただきました。

　シトラスリボ

ンは、コロナ禍

においても暮ら

しやすい街づく

りを目指すしる

しです。

清流館高校生物部様

　清流館高校生物部の皆様より、茄子のご寄

付をいただきました。生物部の生徒の皆様で

栽培された茄

子です。あり

がとうござい

ました。


