
社協を知ってください！

「 社 協 」 は 社 会 福 祉 協 議 会 の 略 称 で す 。

特集

2019年  6月号

社 協 は 民 間 の 福 祉 団 体 と し て
だ れ も が 住 み や す い 福 祉 の ま ち づ く り を す す め て い ま す 。

※社協だより「お元気ですか」は、みなさまからいただいた会費で発行しています。

社  協
だより
No.159 AとBを見比べて、違っているところを５ヶ所探してハガキに答えを番号で書いて下さい。

図書カードを
10名様に
プレゼント！

笑顔いっぱいのまちづくりをめざして

社会福祉法人
富士市社会福祉協議会
〒416-8558
      富士市本市場432-1
TEL. 64-6600
FAX. 64-6567

発行：

月に２回楽しい時間を過ごしています。
－サロン川原宿のみなさん－

「手話」覚えてみよう！話してみよう！

指先を上に向け、
５本の指先をす
ぼめた片手を、
前に出しながら、
ゆるやかに開く。

甲を上に手を開
き、指先を相手
に向けたら、右
手を水平に左か
ら右へ動かす。

66令和令和令和 平成平成平成

花のつぼみがゆるやか
に開き、未来に向かっ
て花開くように…。

富士市社会福祉協議会のラジオ番組！

毎月最終水曜日
15：10放送！

社協のホットな情報をお伝えしています。ぜひお聞きください！
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前回（No.158）の答えは②③⑤⑥⑫でした。
応募総数
151通

●締め切り日　令和元年7月31日（水）
●応募は、はがきに ①解答 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
　⑥いままではがきを送っていただいた回数と内容に関する感想
　　を教えてください。
　　Ⓐ はじめて　Ⓑ 1～4回　© 5回以上

平成31年2月16日～令和元年5月15日（敬称略）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

佐藤泉
吉原地区生涯学習推進会　成人教育部
アスト株式会社
富士岳南ライオンズクラブ　会長　遠藤恵久
富士市福祉事業協力会
株式会社ユーライフ　代表取締役　石川雅博（3回）
一般社団法人　岳南法人会
アピタ富士吉原店
鈴木政義（3回）
株式会社ジュピター　厚原店（2回）

一般社団法人　富士山観光交流ビューロー
大丸松坂屋百貨店労働組合　静岡支部
（松坂屋静岡店）
一歩の会
宗清倶楽部杯チャリティーゴルフ
「富士の型染」グループ
まる二　殿岡正美
◎匿名5件

11.
12.

13.
14.
15.
16.

たくさんの善意をありがとうございました！

●正解者の中から抽選で10名様に図書カード（1,000円分）を差し上げます。
●当選者の発表は８月15日頃までに発送をもって代えさせていただきます。
●応募いただきましたはがきの個人情報は、懸賞目的及び社協事業の情報
　提供以外での使用はいたしません。

　〒416-8558　富士市本市場432-1　富士市社会福祉協議会
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結婚相談ハッピネス Fuji　出会いふれあいパーティー結婚相談ハッピネス Fuji　出会いふれあいパーティー

社会福祉センター
４館合同演芸大会
社会福祉センター
４館合同演芸大会

もっと知ってほしい！ 頼りに
なる 社協の事業社協の事業

〇ボランティアの調整や啓発に関すること
〇各種ボランティア講座の企画・運営
　                                                 に関すること
〇市民福祉まつりに関すること
〇福祉教育に関すること

ボランティアセンター

《主な仕事内容》

　ボランティア活動をしたい方と来て
ほしい方をつなげるなどボランティア
活動に関する情報の提供や相談をお受
けしています。

☎６４－７１００ （ボランティアセンター）問い合わせ

法人本部

〇各地区福祉推進会への支援
〇ふれあい・いきいきサロンへの支援
〇赤い羽根共同募金について

　皆さんからいただいた会費や寄附金
などを「地域福祉の推進」のため、市民
の皆様の意向に沿えるように様々な事
業を展開しています。

《主な仕事内容》

☎６４－６６００ （代表）問い合わせ

問い合わせ

介護サービス室

☎６６－３２６０ （ケアマネジャー）
☎６６－３２５１ （ホームヘルパー）
☎８１－０２９４ （デイサービス）

〇介護相談に関すること
〇訪問介護事業に関すること
〇通所介護に関すること

《主な仕事内容》

〇障害福祉サービス事業所に関すること
〇指定特定相談事業に関すること

障害サービス室

☎６４－６６０８ （障害サービス室）問い合わせ

《主な仕事内容》

富士市社会福祉協議会は、「オール社協」で
市民の皆様に寄り添った活動を進めます！

問い合わせ ☎２１－５５５８ （広見荘）
☎６１－０１７１ （田子浦荘）
☎３４－０５００ （東部市民プラザ）
☎７２－１７７０ （鷹岡市民プラザ）

　社会福祉センターは高齢者や障
がい者の皆さん等の生きがいの創
造と、楽しい生活を送るための施設
です。健康の増進・機能訓練・レクリ
エーションなど仲間との楽しいおし
ゃべりなどにご利用ください。

〇社会福祉センターの運営に関すること
〇生きがいデイサービス・
　健康づくりデイサービスに関すること

《主な仕事内容》

社会福祉センター

〇成年後見制度利用のお手伝い
〇くらし・しごと・経済的な悩みごと相談
〇心配ごと・悩みごと相談
〇結婚を望む男女の出会いの提供

各種相談

《主な仕事内容》

問い合わせ ☎６４－６０１０ （成年後見支援センター）
☎６４－６９６９ （くらし・しごと相談窓口）
☎６４－３２９４ （福祉相談室）
☎６４－660４ （結婚相談ハッピネスFuji）

　生活に困っている方や、悩みを抱え
ている方、判断能力が十分でない方な
ど福祉に関する全般の相談業務を行っ
ています。

　４月から「お元気ですか」と、ラ
ジオｆの「はあとふるトーク」を含
む広報啓発に関する担当になり
ました内田です。紙面から場面が
想像できるような躍動感あふれ
る内容にしていきたいと思いま
すので、ご意見お待ちしてます。

お元気ですかの担当がかわりました！

初めての婚活が
このパーティーでしたが、
雰囲気も良く婚活に対して
前向きになりました
　　　　　（３０代女性）

４館合同ということで
普段会えない方とも交流が
でき、楽しい時間を
過ごせました
　　　　（７０代男性）



　特別会員になることで、地域福祉の推
進にご協力いただけます。
（一定の限度額まで損金算入できる場合があります）

個人として協力していただける
みなさまへ

地域貢献を目指している
企業法人のみなさまへ

特別
会員
特別
会員
特別
会員

個人・企業・法人等
1,000円以上特別会員募集富士市社協

令和元年度 社協は民間の福祉団体です。 予算
令和元年度

※事業別総額は、社会福祉法人会計に基づき、
　社協内同士の取引15,896,000円を差し引いています。

149,915,000円

支出
総額  1,216,024,000円

人件費
613,138,000円

35,925,000円事務費
事業費

34,367,000円授産事業費

28,940,000円貸付事業費

17,479,000円助成金支出

146,593,000円施設整備支出
137,498,000円当期末残高
29,749,000円予備費・その他

22,420,000円
共同募金配分金事業費

事業別
総額  1,216,024,000円

310,504,000円
地域福祉事業

265,835,000円
介護保険事業

132,246,000円
社会福祉センター

523,335,000円

障害者就労
支援事業

●特別会員は通年募集しております●

社協では、地域の皆さまと一緒に
「だれもが安心してともに暮らせる福祉のまちづくり」を
めざして地域福祉をすすめています。
おあずかりした会費は、地域のさまざまなニーズにあわせ
福祉というかたち（福祉サービス）にかえて皆さまにお返しします。
一人でも多くの皆さまに、社協の活動趣旨に賛同いただき、
ご協力賜りますようお願いいたします。

〈予算規模〉

収入
総額  1,216,024,000円

利用料
1,852,000円

その他 46,567,000円

151,347,000円繰越金

授産事業
32,271,000円

貸付事業
障害福祉
サービス等事業
304,623,000円 介護保険事業

受託金

施設整備等補助金
69,722,000円

施設整備資金借入金
51,480,000円

28,940,000円

205,290,000円

175,826,000円

※決算期日は6月のため決算額は次回掲載します。

小松クリニック

医療法人社団　青葉会　小松クリニック
〒417-0061 富士市伝法1989-66　　0545-57-5225
http://www.komatsu-clinic.or.jp

◆診療時間
AM9：00～12：00
PM3：00～5：30（受付終了）
◆休診日
日曜日・祝日・土曜日午後
◆当院の診療は予約制です。
まずはお電話をお願いします。

◆内科全般◆　糖尿病　甲状腺　脂質代謝　内分泌　循環器　消化器
◆外科全般◆　消化器　乳腺

あなたの会費が
福祉のまちづくりに活かされます。

会費 30,300,000円

寄附金 4,181,000円

補助金・共同募金配分金
113,625,000円

　個人として社会福祉協議会が行う事
業に、賛同していただけるみなさまに、
ご協力をお願いいたします。
（所得税控除の対象となる場合があります）

　「福祉」を取り巻く環境は刻々と変化しています。超少子・
高齢化が進み、ひとり暮らしや孤食、虐待など多様な問題が
増加しています。社会福祉協議会の事業は人と人を結ぶ仕
事です。地域ネットワークづくりのキーマンは社協であると
いう気持ちで、高齢者から子育てまで幅広い支援をおこなっ
ていきます。「社協があってよかった」といっていただけるよう
がんばってまいります。

☎64-4649　FAX 64-6567　Eメール　zaitaku@fujishishakyo.com
〒416-8558　富士市本市場432-1 富士市フィランセ東館1階　在宅支援係詳しくはこちらへご連絡ください。

～こころの架け橋を目指します～

富士市蓼原町1605（ロゼシアター駐車場南側）

URL　http://rozenijiiro-clinic.com/
●●●ホームページもご覧ください

〒416-0953

■休診日：月曜・日曜・祝日 ※第2・4水曜のみ診療

福祉まつり福祉まつり

地区福祉推進会地区福祉推進会

福祉教育福祉教育

　吉原つくしのフェイス
タオルを愛用しています。
とても肌触りが良く、水の
吸収が良いので重宝して
います。　　（５０代女性）

45
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社会福祉センタープールを
ご利用ください

　社会福祉センター3館
（田子浦荘・東部市民プラザ・鷹岡市民プラザ）
では、今年もプールを無料開放します。
ご家族そろってお出かけください。
利用日

その他

利用時間

問い合わせ

令和元年7月24日（水）～8月25日（日）
（毎週月曜日、第3日曜日、祝日は休み）

9：00～16：00
（12：00～13：00昼休み）

必ず水泳帽を着用してください。
天候により休場する場合があります。

田子浦荘
東部市民プラザ
鷹岡市民プラザ

☎61-0171
☎34-0500
☎72-1770

　内　容

不要になった福祉機器やベビー用品を
譲りたい方・求める方

無料（運搬等は、譲り受ける方の負担です）

　　•車いす・介護用ベッド
　　•スロープ・セニアカー など
　　•ベビーベッド・チャイルドシート
　　•ベビーラック など
※衛生用品については未使用のものに限ります。

対　象

費　用

問い合わせ
在宅支援係 64-4649

介護

ベビー

■現在登録されている福祉機器情報は、リサイクル伝言板や
　社協ホームページでご覧になることができます。

福祉機器リサイクル事業
あなたのやさしさ　活かします！！

　家庭などで使わなくなった車いすや介護用ベッ
ドなどの福祉機器やベビー用品などのリサイクル
用品について、「譲りたい」という方と、それを「求
める」方の情報の橋渡しをしています。これらを
有効活用していくために、みなさんの情報をお待
ちしています。現在、車いすやベビー用品を「求
める」方が多数いらっしゃいます。譲っていただけ
る方は、ぜひご協力をお願いいたします。

第39回 市民福祉まつり
ポスター図案を募集します！

最優秀賞作品は
第39回市民福祉まつりポスター
として採用いたします。

募集の内容

入賞選考

応募者

応募方法
①大きさは四つ切り。縦向き。（横380mm×縦540mm）
②作品にタイトル・日時・会場などの文字や数字は入れ
　ないでください。
③道具は自由です。（絵の具、クレヨンなど）
④未発表の作品であること。
⑤作品の裏側に、作品への想い、氏名、住所、電話番号、
　学校名、学年（または年齢）を書いてください。

富士市民の方、在勤・在学の方、どなた
でも応募できます。
最優秀賞1点・優秀賞3点（それぞれ
に表彰状と記念品をお渡しします）

締　切 令和元年8月16日（金）午後7時までに
富士市フィランセ東館1階
社会福祉協議会へお届けください。

地域支援係（ボランティアセンター）
☎64-7100

問い合わせ

あなた
の絵がポスターになるかも！

あなたが「市民福祉まつり」「だれも
が住みやすい福祉のまち」「思いや
り・たすけあい」と聞いて、思い描く
ことを絵にしてみませんか。

単親家庭の会
バス交流旅行 参加者募集！

市民ふれあいバンク
をご利用ください

往復はがきに住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢（学年）、電話番号を記入し、
〒416-8558　富士市本市場432-1
富士市社会福祉協議会へ

設
置
場
所

・富士市役所1階北口 ・4階障害福祉課前 ・富士市フィランセ東館1階
・広見荘 ・田子浦荘 ・東部市民プラザ ・鷹岡市民プラザ ・富士川まちづくりセンター

令和元年8月18日（日）出発時間5：00と　き
東京ディズニーシー行き先
市内在住の母子・父子家庭・両親の
いない家庭で会員登録できる人
（年会費1,000円）

対　象

40人（応募者多数の場合抽選）定　員
大人：7,000円　中高生：6,000円
4才～小学生：4,500円　3才以下：500円
（チケット代含む）

参加費

令和元年7月26日（金）必着申し込み

在宅支援係 64-4649問い合わせ

市民ふれあいバンク
☎５１－３０８０

問い合わせ

URL : http://fujishishakyo.com/

高齢者支援活動 (一人暮らし高齢者防災グッズ配布事業)高齢者支援活動 (一人暮らし高齢者防災グッズ配布事業)
岩松地区福祉推進会

　岩松地区福祉推進会では、毎年地域福祉推
進のため、かりがねまつりなど地域の行事での
募金活動やゴミバスターズの協力、模擬店での
本会のPR活動などを展開しています。平成２８
年度からは高齢者支援活動の一環として、７５
歳以上の一人暮らし高齢者を対象とした「防災
グッズ」の配布を始めました。
　さらに、平成２９年度からは新規の方への配
布に併せて、既に配布している方々には点検と
補充を行う事業として進めております。
　この事業は、何時起きても不思議でない地震
などの災害に備えることはもちろんですが、一人

　市民ふれあいバンク
は、リサイクルショップ
を運営しており、市民
の皆様からいただいた
衣類や雑貨を販売して
います。自主製品は、
「オレンジパワー石けん」を作っています。BOXタ
イプとポンプタイプを販売しており、泥汚れや油
汚れがよく落ちます。ぜひご利用ください。
　富士市フィランセ東館１階と富士市交流プラ
ザ1階に古着の回収BOXを設置しております。
回収も行っておりますので、お気軽にお問合せ
ください。

暮らし高齢者の日常生活の不安を少しでも和ら
げると共に、高齢者の安否を確認する見守り活
動の一つのツールとして大変有効ではないかと
考えております。防災グッズは、必需品ではあり
ますが、購入するきっかけが中々ないものですの
で、配布しました皆様から喜ばれています。
　福祉制度だけでは守れない地域住民の生活
を、その地域に住む方々みんなで守っていこうと
いう機運が高まってきている中で、これらの事
業を更に進めてまいります。

防災グッズ配布の準備をする役員のみなさま豊富な品揃えの衣類


