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みなさまのご協力により昨年度の募金総額が 9,915,576 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市内の福祉活動に助成されます。ご協力をお願いいたします。

●在宅助成

●地域福祉活動助成

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３年度は、４３７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３年度は、２８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、クリスマス会および
　　餅つき大会等の歳末イベント

１０,０００,０００円

歳末を迎え、支援を必要とする方への援助と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。ご協力お願いいたします。

■運動期間　１２月１日～３１日■

令和４年 11 月 17 日

★歳末たすけあい運動募金の目標額★歳末たすけあい運動募金の目標額

★歳末たすけあい運動募金の使い道★歳末たすけあい運動募金の使い道

歳末たすけあい運動
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台風１５号の影響で９月２３日未明から降り続いた大雨により、焼津市内でも多くの方が

被災されました。心よりお見舞い申し上げます。

焼津市社会福祉協議会では、「社協ボランティアセンター」を立ち上げました。

社協ボランティアセンター活動報告社協ボランティアセンター活動報告

●翌日 9/24 の様子

避難所が開設された地区の公民館や自治会長様等へ

電話連絡し、被害のあった地域には直接出かけ、現

地を確認しました。

●9/25 の様子

県社協と初回の打合せを行いました。現地の状況を

報告し、今後のセンター運営について話し合いまし

た。その後、被害のあった地区の自治会長様や公民

館等へチラシの配布依頼に出かけました。

●9/26 以降の支援の様子

社協ボランティアセンターでは、今後も支援を継続していきます。

お気軽にお問い合わせください。お近くにお困りごとを抱えた方が

いらっしゃる場合もお知らせください。

問い合わせ先：０９０－６３６２ー３１４７（地域福祉係）

ご協力をいただきました皆様
ありがとうございました。
ご協力をいただきました皆様
ありがとうございました。

焼津水産高校野球部の皆様
先生を入れて、１３

名の方にお手伝いい

ただきました。想定

よりもはるかに速い

スピードで進みまし

た。高校生の頑張り

で、現場も笑顔にな

りました。

（9/30）

焼津ライオンズクラブの皆様
タオルや軍手等のご

協力をいただきまし

た。床上浸水のお宅

へお手伝いに行った

際、床や家財を拭く

のに大変重宝しまし

た。

（10/3）

今回、焼津市ではボランティアの募集は行いません

でしたが、災害時の協定を結ぶ焼津青年会議所の方

々など、多くの方に支援に入っていただきました。

気持ちよく依頼を受けてくださり大変心強かったで

す。本当にありがとうごさいました。

焼津青年会議所の皆様 （9/26 ～）

発生翌日の９月２４日より情報収集をはじめ、２５日にセンターの案内チラシを配布しました。

また、２６日からは家財道具の搬出や泥の掻き出し等の活動を行いましたので、報告します。

ボランティアセンターの活動に必要な資機材は

「赤い羽根共同募金」を活用しています。



・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。
・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 :６２１－２９４１　生活相談支援係

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

焼津市社会福祉協議会 常設相談窓口のご案内

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

月～金曜日　８：３０～１７：１５※祝日および年末年始は除く

６２６－０５５５　（障害者相談支援　６２１－２９４１）

～お気軽にご相談ください～～お気軽にご相談ください～

★ふくしなんでも相談

生活に関するあらゆる悩みごとや、日常生活に

関する困りごと、在宅介護や子育て等、さまざ

まな相談に応じ、適切な相談窓口へ繋ぎます。

★成年後見支援センター /権利擁護センター

『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』の相談などに応じま

す。

成年後見支援センターは、令和４年４月より焼

津市とともに中核機関となりました。成年後見

制度の利用促進のため、普及啓発活動や地域で

の連携、後見人等への支援にも取り組んでいま

す。

市民の方の権利擁護に関する相談や、親族後見

人等の方からの相談もお受けします。

★障害者相談支援

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の利用に関する相談

に応じます。

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）

　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。
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普 通 会 費
特 別 会 費
施設団体会費

47,018世帯
684件

18施設・9団体

18,646,920円
1,437,560円

345,000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。
合計　20,429,480円

令和４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 /順不同）

３口以上

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

　　　　焼津第７支部役員、利右衛門自治会役員 10 名、焼津漁業協同組合、加藤造園株式会社、大栄通商株

式会社、巻田油業株式会社、小林宏旨税理士事務所、シーガル薬局、三和不動産株式会社、安井博史税理士事

務所、吉永美容院　吉永もと江、小野田吉晃、蒔田測量事務所、株式会社興栄建設、株式会社鈴勝、株式会社

はいやく　あお空薬局、株式会社鈴木商事、株式会社静岡環境保全センター、大久保医院、株式会社斉藤工務

店、有限会社漢人電気、増田一成、大畑養蜂園、小川第 11 自治会 10 町内会、穴井　操、多々良繭子、古谷　

仁、株式会社ジョイフーズ、たち吉、伊東クリニック、株式会社朋電舎、有限会社大幸鉄工所、株式会社大洋

アレスコ、山竹葉子事務所、マリーナ美容室、株式会社やまもと印刷工業、秋山配送有限会社、三味、嬰育会

奥川辰次、三ヶ名数学教室　大坪敏則、東ポリ株式会社、立花クリニック、有限会社池ちゃん家・ドリームケ

ア、坪井特殊車体株式会社、医療法人社団安津会　前田産科婦人科医院、株式会社ジュエルツチヤ、柴田眼科、

有限会社梅原製パン、株式会社丸川、株式会社丸栄、小澤幸雄、有限会社望月商店、寺本誠一、松浦伸明、佐

藤医院、株式会社焼津ミール、株式会社静岡グリーンサービス、パティオ、特別養護老人ホームつばさ、さく

ら保育園、大井川重機有限会社、有限会社大吉石油、エイワイファーマ株式会社大井川工場、株式会社丸一食

品、株式会社クンカ・イケショー、平田　厚、NPO 法人インクルージョン志太、高橋道弘、實石正敏、大井川

埠頭株式会社、高田永雄、藤浪宏次、石川勝央、長谷川　厚、村田正春、岡本康夫、見崎訓之、早川　猛、焼

津商工会議所、上行寺、株式会社敦栄、永田歯科医院、松屋、株式会社池ヶ谷工務店、割烹黒潮、橋本喜史、

大須賀喜久雄、青葉有限会社、株式会社ミズカミ、小杉山正雄、有限会社長者の森、焼津資源開発事業協同組

合、亀山歯科医院、田村正志、株式会社原川土木、静清信用金庫西焼津支店、株式会社増商、池谷水道設備株

式会社、そね小児科、長房工務店、山口モータース、協同組合焼津共同冷蔵、小川漁業協同組合、株式会社三

晃電気工業所、酒井歯科医院、株式会社松島土木、増田樹脂化学工業株式会社、杉山産業株式会社、株式会社

イシダテック、カネ儀運輸有限会社、高草会焼津病院、村松豊商店、永田實治、平和みらい株式会社、天理教

静岡教務支庁、株式会社松永工基、有限会社かねいわ商店、フジ建設株式会社、株式会社飯塚工務店、焼津自

動車学校、小野田宗一郎、株式会社大畑食品、有限会社セフティープロジェクト大畑邦明、株式会社いわきゅ

う駿河大島工場、株式会社かしはる、株式会社長谷川鉄工所、武村勲鑄造有限会社、株式会社協和鉄工所、焼

津水産加工センター、東洋水産株式会社焼津工場、エスエスケイフーズ株式会社、株式会社オールメンテナン

ス、株式会社清水銀行田尻支店、大石壯吾、橋ヶ谷善彦、有限会社昭和機械、犬のしっぽ小泉治良、滝澤義雄、

みなと家有限会社、大坪水産株式会社、有限会社タカノ商店、弥栄電工株式会社、大井川農協静浜支店、こば

と薬局、株式会社花康、滝井昌彦、有限会社大井川ターミナル、アロエ食品株式会社、有限会社五十右タイル

工業、株式会社ニューヘルスフーズ、鈴木清一、尾崎幸子、宮崎達男、山本重三、酒井自動車有限会社

　　　　青島ポンプ工業株式会社、天野秀子、伊久美　隆、池谷信之、池田畳店、石野富男、有限会社一成工

房　寺岡　徹、岩崎健一、岩﨑四郎、魚安商店、株式会社エムケーエンジニアリング、エル・ワークごとう、

大久保吉章、片山進自、加藤　康、株式会社カネ久商店、有限会社カネニ仁藤、株式会社カネヨ、河合聡一郎、

株式会社北野製作所　北野、久野隆市、久保山源六、小泉ポンプ、小板橋　剛、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　亘、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、佐倉屋　水野　繁、提坂哲也、佐野清志、塩沢英雄、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、静岡瀝青工業株式会社大井川工場、志太東部クリーニング協業組合、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、食事処かどや、進藤一男、進藤金吾、新間和喜、株式会社杉本組、鈴木常夫、鈴木藤一郎、

鈴木雅明、鈴木正子、鈴木モータース、スミレ美容室、有限会社セイショウ、静清信用金庫石津支店、静清信

用金庫焼津支店、セブンイレブン焼津三ヶ名店、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、株式会社タカノ建業、高橋光仁、田代喜久夫、ダスキンあおい、田中昌彦、株式会社田辺電機、田

村和見、中部飼料株式会社、塚本自動車　塚本保司、寺田浩司、株式会社東京薬局、株式会社トマル水産、有

限会社ナオキ産業 半田義雄、長倉整形外科医院、株式会社中里鉄工所、中野 孝、なかよし大富保育園、

２口
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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、長谷川直樹、株式会社長谷川造船所、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、深沢恵美子、深沢慶治、

深沢美恵子、福島藤雄、ベルテックス有限会社、増田　晃、増田勝司、増田為彦、増田信行、増田甲雄、松下

正之、松永義男、松永モータース、松野　洋、有限会社丸橋運送、丸山昭夫、見原　實、宮西繁明、村田隆弘、

村松恭二、村松清次、村松正志、村松機工株式会社、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、株式会社藪崎工業所、株式会社薮崎新聞店、株式会社ヤマカ片野商店、山川傳次、

山口久俊、株式会社山佐食品、株式会社山和フーズ、有限会社中央熱システム、悠進株式会社、湯口　譲、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、わたなべ呉

服店、藁科啓次

　　　青木敏郎、青木ビニール工業所、青木美容院、青司稔之、赤堀喜久夫、秋山勝敏、秋山酒店、有限会社
アクティーダスキン高草店、株式会社アサイテック、朝倉　清、アサダ石油株式会社、味彩、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、株式会社アンビ・ア、安保光雄、五十
嵐　清、井川裕満、池ヶ谷信一、池ヶ谷英樹、池ヶ谷明子、池田酒店、石上達雄、石黒勝清、石崎　毅、石田
一志、石田美和、石竹水産株式会社、石田歯科医院　石田義人、石野　豊、出雲福男、市川紀俊、一宮運輸株
式会社静岡営業所、株式会社いちまる、伊藤賢治、伊藤恒章、伊藤稔英、伊藤芳康、稲川　明、株式会社イム
ラ設計事務所、イリタ清水商店、岩ヶ谷正志、岩ヶ谷省三、岩崎成昭、岩﨑　守、岩本忠行、岩山裕二、氏原
秀和、内田義之、梅原包司、梅原レイ子、梅原造船工業、粳田祐一、有限会社エイブル東海、有限会社エース、
遠藤静雄、大石直美、大石龍一、株式会社オーエス自販スハラ、有限会社大國家、大久保　行、大越修二、大
澤雅晴、大塚市雄、大塚昭男、大友二郎、大貫敏明、大野惣平、大野晴行、大畑一高、大畑雅樹、大村正美、
大村庵　荒木　亮、岡田俊作、岡田美智代、岡村初男、岡本喜久郎、小川邦夫、奥川直雄、おくがわ美容室、
小倉政己、小塩弘之、押尾完治、押尾義治、カイロプラテック森の小径、かたおか歯科医院、片瀬　眞、片山
文乃、片山洋介、勝山浩一、加藤健二、加藤公一、加藤俊郎、金丸政司、株式会社カネサ大石佐太郎商店、株
式会社カネボシ、株式会社カネヤマ水産、有限会社カネリ、鎌田雅彦、神谷晃太郎、加茂歯科医院、神戸整形
外科、神間孝雄、菊池興三郎、岸田一郎、北原欣司、北原　進、北原正資、木下建設工業株式会社、木村文男、
株式会社協和不動産、久野正明、久保山昇三、九門良一、黒田芳伸、小池　篤、小泉邦夫、小泉稔夫、郷内一
衛、小木曽寿彦、小坂明大、小長谷　勝、小長谷会計事務所、株式会社小長谷自動車、小濱勝廣、小林健二、
小林俊夫、株式会社コハラ、駒井信夫、駒井　均、斉藤東洋、齊藤匡智、佐伯敏夫、櫻井昭之、株式会社サス
ナ、佐藤經次、有限会社佐藤塗装工業、有限会社澤崎タイヤ商会、澤田泰範、株式会社三ヶ名石油、有限会社
塩川新聞舗、有限会社静岡中央保険サービス、株式会社静浜ロジネット、篠宮義晴、芝崎富朗、柴田猪佐男、
柴山　泰、シバヤマ理容室、渋谷一郎、島野美伊智、清水義之、清水輪店　清水武司、下村こうじ屋、下山政
美、有限会社ジュウボシ　近藤和郎、進藤晃、新村耕児、新村定雄、新村藤四郎、株式会社新村組、ＪＡおお
いがわ焼津支店、ずいこうあん、杉井和博、杉本孝雄、杉山潤一、杉山伸一郎、杉山高史、杉山幸男、有限会
社スギヤマガラス建材、鈴木裕乃、鈴木一生、鈴木吉朗、鈴木啓三、鈴木里志、鈴木重利、鈴木　成、鈴木　
信、鈴木猛宏、鈴木正志、鈴木利正、鈴木敏郎、鈴木寛文、鈴木光朗、鈴木康男、有限会社鈴木機械、株式会
社鈴与カーゴネット焼津、駿南鐵工株式会社、関　宣之、セントケア中部株式会社焼津大村、曽根数也、曽根
義二、有限会社大一配管、大栄工業株式会社、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、高橋龍彦、高橋正幸、高林　繁、滝　孝、滝　雅彦、竹浪　悟、武政勝義、株式会社武村鑄
造所、田嶋政典、多々良明夫、多々良佳明、田中俊樹、田村裕美、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、ディサービスセンターかがやき、てんとう虫、天理教焼津中央布教所、東海
造船運輸株式会社、有限会社東海ポンプ工務所、有限会社東興巻田工務店、遠勢伴男、十菱建材株式会社、徹
電気　原田文吾、時原麻夫、徳田屋、戸塚　博、飛澤寛治、戸本景明、鳥澤多充雄、仲神医院　仲神久登、株
式会社ナカガワＦＭＴ、株式会社ナカキン焼津工場、中里薬局有限会社、長島博雄、永田接骨院鍼房、中野孝
明、中野親徳、中野鋒美子、中野　靖、ナカノ金物店、長房義壽、中村　登、中村　浩、名木久尚、成岡康夫、
成瀬光彦、新妻洋治郎、西川博士、株式会社日消機械工業、仁藤雅夫、沼野謙三、法月俊治、法月博幸、法月
勝、蠅田芳夫、萩原昭夫、萩原スチール株式会社、橋ヶ谷隼生、橋ヶ谷晴郷、橋ヶ谷英広、橋ヶ谷昌広、株式
会社橋本組、長谷川　修、長谷川勝治、長谷川達也、長谷川敏治、長谷川英樹、長谷川文夫、株式会社パドッ
ク、早川博幸、有限会社羽山商店、原崎洋一、原田寿和、パレッツなかじま、樋口　治、樋口孔人、有限会社
一筋運輸、ヒバリヤ新鮮市場小土店、平井智雄、平井雄二、ふかざわ歯科医院、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、藤ヶ谷一郎、不二高圧株式会社、藤田　満、牧　浩司、
巻田克則、牧野　孝、増井勝孝、増井茂洋、増井孝弘、増井機械設計有限会社、増田愛次、増田清伸、増田國
昭、益田　均、増田廣治、増田保郎、増田工務店、増浜幸男、株式会社ますや、松浦兼善、松田　敏、株式会
社マツナガ、松永秋由、松永静彦、松永哲雄、松永俊明、松永真知、松永ハーネス、松久電気工事店、松村友
吉、松本一雄、マルツマエダ商店、丸山千里、まんさく　平　宏章、ミカローム工業株式会社、水口正男、水
野光一郎、水野隆史、水野忠彦、三田哲朗、三寺俊晃、有限会社港ゴム商会、宮崎　毅、美和義貞、村上安司、
村松直巳、村松和好、村松勝治、村松健二、村松覚志、村松隆義、村松武広、村松秀人、村松康夫、有限会社
めぐみ自動車販売、望月　弘、望月　誠、株式会社森建商店、森田　徹、守屋正徳、守屋与四郎、守屋隆司、
焼津カーケアセンター、有限会社焼津船舶工業所、株式会社焼津電設工業、株式会社焼津ミマツ、八木啓次、
株式会社八木自動車工場、薮内藤吉、山口和博、山口洋美、ヤマザキショップはらかわ、山下重樹、山正亭、
山田眞一郎、山梨忠儀、山梨　寛、山本和義、山本克郎、山本正廣、山本道代、ユーカリ薬局、湯上俊彦、横
山勇次、吉田鐡男、株式会社吉永電業、吉永包装株式会社小土店、吉野　明、ラーメンぽんぷ、理容高橋泰弘、
理容すぎやま　杉山幸男、株式会社リーチアウト、藁科善彦



令和５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

必要としている人にお渡しします。

を実施します！を実施します！

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品の量です。
みなさまのご協力ありがとうございました。

ご報告 5.8kg の食品が集まりました。

津軽三味線奏者の浅野祥さんがロビー

コンサートに来てくれました。

青森の津軽じょんがら節や山形の花笠

音頭、静岡のちゃっきり節など日本各

地の民謡、また美空ひばりのリンゴ追

分や江利チエミのテネシーワルツなど

の昭和歌謡も披露していただきました。

利用者の皆さんは手拍子を打ち、合い

の手を入れ、大変楽しんでいました。

浅野祥さんによる
津軽三味線奏者

ロビーコンサートを行いました。

(C) 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

今回は大ヒット作品『シング』の最新作！
『シング　ネクストステージ』を上映します。
歌のオーディションを開催し、取り壊し寸前の劇場を見事に復活
させたニュー・ムーン劇場の支配人バスター・ムーン。次に目指
したのはエンターテインメントの聖地“レッドショア・シティ”
での公演だった、、、！是非ご家族、お友達とお楽しみください。

〈注意事項〉　
・各回先着１００名までの人数制限を設けます ・必ずマスクをご着用ください
・体調が優れない方の来場はお断りします ・靴を入れるビニール袋をご持参ください

●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

日　時　１２月２６日（月）
　　　　［午前の部］　１０：００～
　　　　［午後の部］　１４：３０～　
　　　　※３０分前開場
場　所　大井川福祉センター　２階大広間　
問合せ　６６２ー０６１０　大井川支所

入場
無料

「SING ネクストステージ」を上映します！

ほほえみ映画会

①生鮮食品は受け付けません。

②賞味期限が 2023 年 4 月以降のもの。

③常温保存ができ、未開封のもの。

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>　６２１－２９４１　総務管理係　

６



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。

第204号 7

ほのぼの写真展作品募集

沢山のご応募

お待ちしています

ペットの写真も

大募集！

第５２回焼津市社会福祉大会を開催します
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、お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。

1970 年静岡県藤枝市生まれ。1998 年東京大学大学院薬学系研究科にて
薬学博士号取得。2002 ～ 2005 年アメリカ・コロンビア大学生物科学講
座の客員研究員として活躍。2006 年東京大学薬学部講師と 2006 年～
2011 年まで科学技術振興財団さきがけ研究員も務める。2014 年から東
京大学薬学部教授として活躍。
著書も多数出版されており、近著には「自分では気づかない、ココロ
の盲点 完全版」「脳はなにげに不公平パテカトルの万脳薬」がある。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大

　状況により、入場の制限・中止をさせ

　ていただく場合がありますので、ご了

　承ください。

日　　時　令和５年２月３日（金）
場　　所　大井川文化会館ミュージコ（宗高８８８）
開　　場　１３：００
式　　典　１３：３０～１４：３０
記念講演　１４：４０～１６：００
　　　　　 講師　池谷裕二氏（東京大学薬学部教授）
　　　　　 演題　「脳を知って脳を活かす」

※式典は関係者のみで執り行います。
　記念講演はどなたでもご参加いただけます。
　（事前申し込みが必要です ※締め切り 1/13）
申込み：６２１－２９４１　総務管理係

　　　　右記 QR コードからも受付しています

募集期間：１２月１２日（月）～１月１６日（月）

展示期間：　１月１９日（木）  ～２月 ６日（月）

テーマ　 ： 「わたしのベストショット！」

①一般部門　　　・ベストショットならなんでも結構です。

②スマイル部門　・笑顔の写真や、見た人を笑顔にするような写真。※ペット可

応募方法：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、

　　　　　郵送してください。

サイズ　 ：A4、四つ切サイズ、ワイド四つ切

注意事項：フィルムのみ、データのみは受付不可。

　　　　　　被写体が人物の場合は、必ず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。

　　　　　　（各賞と参加賞は、一緒に手渡しで返却します）

その他　 ：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。

応募先　 ：焼津市総合福祉会館（焼津市大覚寺３丁目２－２）

問合せ　 ：６２７－２１１１　



ご寄付をいただきました。

●

●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4年8月24日～令和4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

大富地区民生委員児童委員協議会、芝田知恵子、厳智会、大富公民館　毛糸編み10センチの会　安藤、
21年度19自治会女性部、大石壯吾、小長谷笙・奏人、小野田吉晃、大井川第19支部女性部、高橋道弘、
松永行江、第一生命保険株式会社静岡支店焼津営業オフィス、ほうたる、山崎政子、山崎敦也、焼津市
身体障害者福祉協会、しずおか焼津信用金庫、岸萬塗装株式会社、匿名30件

使用済み切手、未使用切手、書き損じはがき、未使用はがき、ベルマーク、ティッシュ空箱、紙おむつ、
文房具、毛糸、食品、米、文房具、その他日用品

静岡銀行焼津黒潮会、焼津市ゴルフ連盟、和田地区民生委員児童委員協議会、焼津市吟剣詩舞道連盟、
大井川東地区民生委員児童委員協議会、田子重西焼津店、大富地区民生委員児童委員協議会、総合福祉
会館来館者一同、高橋光仁、高橋道弘、やすもり玩具、見崎平八、鶯友会、匿名9件

※

広
告
に
関
す
る
一
切
の
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任
は
︑
広
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に
帰
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し
ま
す
︒
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６４歳

障害年金 という制度を
ご存じですか？

障がい ( 病気 ) で働けない方に支給される公的年金です。

●人工関節　　　58万円
●大腸がん　　　
●大動脈解離　58万円

●統合失調症　78万円
●知的障害　　　７8万円
●関節リウマチ　　78万円

☎054-257-2508
受付時間

（土日応相談）
9：00～18：00

までの方が対象

詳しくは
HPを

ご覧ください！

〒421-0122 静岡市駿河区用宗 3-2-3
運営：杉山行彦社会保険労務士事務所

58万円

お近くの書店、または下記 Amazon サイトからお買い求めください

Amazon ベストセラー１位獲得

わたしが、認知症になったら
ー介護士の父が記していた 20 の手紙

認知症介護の【後悔・負担・不安】を癒す本！

社会福祉活動資金寄附金のご寄付をいただきました。

ご寄附は、社会福祉の活動資金として大切に使わせ

ていただきます。

焼津市ゴルフ連盟様 焼津市吟剣詩舞道連盟様 しずおか焼津信用金庫様

たねココぬいぐるみ５体をいた

だきました。総合福祉会館・大

井川支所にて、来館者様をお出

迎えしています。

ありがとうございました。


