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■心配ごと相談
７月１４日、７月２８日、８月１１日、８月２５
日、９月８日
健康福祉センターミーティングルーム
午後1時30分～
（受付終了：午後3時30分、予約なし）
＊�弁護士、人権擁護委員、民生委員児童委
員、行政相談員が対応します。
（問）社協　電話34-1800

■司法書士権利擁護相談
７月２１日、８月１８日（毎月第３水曜日）
健康福祉センター相談室
午後１時３０分～午後４時３０分
１週間前までにご予約ください。
（問）社協　電話34‐1800（要予約）

■ボランティア相談
平日午前９時～午後５時
＊�ボランティアを始めたい方への対応や活
動資金相談（助成金情報）を受けており
ます。
（問）社協　電話34-1800

■生活福祉資金貸付相談（県委託）
平日午前９時～午後５時　　
＊審査あり。まずはお問い合わせ下さい。
（問）社協　電話34-1800

■生活支援・自立支援相談
平日午前９時～午後５時
＊�日常生活上の不安解消のため、必要な窓
口や手続きにおつなぎします。
（問）社協　電話34-1800

■高齢者総合相談
平日午前９時～午後５時
＊�高齢者介護、虐待対応等の相談を受けて
おります。
（問）地域包括支援センター　電話33-2323

■知的障害者相談
８月３日、９月７日（毎月原則第１火曜日）
健康福祉センター「はぁとふる」ミーティングルーム
（問）相談員：芝（電話３２-３０６５）※要予約

■心の病相談
毎週日曜日午前9時～午後5時
※�相談がある人は電話で予約してください。予約
を受け付けた後、場所を決定して連絡します。

（問）相談員：宮本（電話090-8955-0360）
※要予約

★すべての相談は無料です。すべての相談は
秘密厳守です。

そうだん掲示板

　生活困窮者支援として、食糧を必要とする方に食品を無償で
寄贈するフードバンク活動団体へ、食品寄付をするための食品
個人寄付キャンペーン「フードドライブ」に参加します。食品寄
附のご協力をお願いいたします。
・回収ボックス設置場所　健康福祉センターはぁとふる
・回収ボックス設置期間
第１期：令和３年８月１日～令和３年８月３１日
第２期：令和４年１月４日～令和４年１月３１日

開催日 　令和３年　8月１２日（木）　8月１３日（金）
	 ①１１：３０～	 ②１２：３０～
	 予約制（希望する日時をお申し出ください）
申込期限 　7月３０日（金）
会　場 　吉田町健康福祉センター「はぁとふる」生きがい工房
料　金 　こども無料　おとな　２００円
定　員 　各回１５名程度（先着順　定員になり次第締め切ります。）

★アレルギー食等の対応はしておりません。アレルギー管理は自己責任となりますのでご了承ください。
★当日はマスク着用、手指消毒などに御協力お願いします。
★コロナウイルス感染拡大状況により内容を変更することがあります。

8月12日、13日

open はぁとふる

こども食堂
開催します！こども

参加費無料
おとな
２００円 はぁとふるこども食堂は、幼児から

お年寄りまで年齢制限はありません。
どなたでもお気軽にご参加ください。

食材の寄付
も募集して
います♪

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防
止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を
築くための全国的な運動で、令和３年で７１回目を迎えます。
　立ち直ろうとする人を受け入れ、支える方法は様々です。犯罪や非行から立ち直ろうとする人に、あなたなら
何ができるかを考え、できることから一緒に始めてみませんか？

問合せ：	 吉田町社会福祉協議会
	 法人運営課　☎３４-１８００

問合せ・申込み先：吉田町社会福祉協議会　法人運営課	☎３４－１８００（ホームページからもお申込みできます）

　特別会費は福
祉教育の推進や
福祉体験事業の
実施、福祉用具
等の貸出に活用
しています。町民
の皆様の福祉向上活動を支援するため
の、福祉の輪（和）づくりに御理解いた
だける“個人、企業”の方は、ぜひご協
力をお願いいたします。
（納入金額）１口２，０００円から

やさしいこころありがとう （令和３年４月１６日～令和３年６月15日）

ご寄付
● 大石忠幸 様

使用済み切手のリサイクル
● 川本　勝哉 様
● 速水　洋子 様
● マルニうなぎ加工株式会社 様
● アルケン工業株式会社 様
● TS・フーズプロダクツ株式会社 様
● 有限会社吉田電設 様
● コーエイセンイ株式会社 様
● 日本モレックス合同会社静岡工場 様

● 吉田郵便局 様　食品
● 住吉郵便局 様　食品
● 前田浩志 様　タオル
● 静岡トヨタ株式会社 様　空気清浄機

物品ご寄付

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３密を避け2部入替制で開催いたします。

はぁとふるこども食堂は、令和２年度赤い羽根共同募金の配分金を活用して開催します。

静岡トヨタ株式会社 様

お子様のみでもご参加いただけます
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社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
吉田町片岡795-1　吉田町健康福祉センター「はぁとふる」内

FAX：33-2606
E-mail：csw-yosid@po2.across.or.jp
ホームページ：https://www.yoshida-shakyo.jp/

☎ 34-1800 ☎ 33-2325

☎ 33-1051

☎ 33-2423

法人運営課（代表） 居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

通所介護事業所

☎ ３３-２３２３
（fax ３３-2540）包括支援課（地域包括支援センター）

在
宅
福
祉
課

８月

７月

８月

フードドライブ活動に参加します!!

第７１回社会を明るくする運動

社協特別会費納入に
ご協力をお願いします。

No.219 令和３年7月10日発行　題字：自彊小学校６年　太田　楽々さん

★社協だよりは皆様からご協力いただいた「赤い羽根共同募金」の配分金でつくられています。
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吉田町地域包括
支援センターから
のお知らせ

令和４年度採用 吉田町社会福祉協議会 採用職員募集 島田ライオンズクラブ、榛南ライオンズクラブと自然災害
発生時における災害ボランティアセンター支援に関する
連携協定を締結しました

おいしい集い  みんなで楽しく食事をしながら交流したり、健康のことを学んだりしませんか？
●対象者：町内在住者６５歳以上（事業対象者・介護認定者を除く）
●内　容：会食（栄養バランスの良い食事を提供します。）体操、口腔体操、栄養講話等

●開催日：９月１日、８日、１５日、２９日　※毎週水曜日（希望する日をお申し出ください）
●申込期限：８月１１日（水）
●開催日：１０月６日、１３日、２０日、２７日　※毎週水曜日（希望する日をお申し出ください）
●申込期限：９月１５日（水）

●時間：１０：００～１４：００
●会場：吉田町健康福祉センター「はぁとふる」研修室	生きがい工房
●参加費：１回４００円（昼食代含む）
●定員：毎回１１名（先着順　新規申込者優先　定員になり次第締め切ります）
●送迎：ご希望の方は各地区集合場所まで送迎します。
●問合せ・申込み先：吉田町社会福祉協議会　法人運営課　☎３４－１８００　ご連絡お待ちしています。

介護者のつどい
「交流会」に参加しませんか？

◦対象者　町内在住者６０歳以上の方
◦内　容　健康マージャン教室
◦会　場　吉田町老人福祉センター
◦開催日　７月２６日、８月２３日
◦時　間　午後１：００～３：００
◦参加費　１回７５０円

　令和４年４月１日採用の
職員を募集します。
　
募集受付期間：
令和３年７月９日（金）～
８月27日（金）
（土日祝日を除く。）
試験日：
令和３年９月11日（土）

　令和3年5月25日、吉田町社会福祉協議会、島田ライオンズクラ
ブ、榛南ライオンズクラブの三者間で自然災害発生時における災
害ボランティアセンター支援に関する連携協定を締結しました。
　協定の内容としては、地震・風水害などの自然災害の発生時
に、吉田町社会福祉協議会が両ライオンズクラブに対し、支援の
要請ができるといった内容となっております。
　今後は、両ライオンズクラブや地域の関係機関との防災訓練の
共同開催などを通じて、災害ボランティアセンターの機能の強化
などをさらに推進してまいります。

吉田健康マージャン
サークル参加者募集

健康マージャンで脳トレ、仲間作りをしませんか？

問合せ・申込み先：
ＮＰＯ法人しずおか健康麻将の会　瀧井
☎０９０－１２８８－３４８４
吉田町社会福祉協議会　法人運営課
☎３４－１８００
☆コロナウイルス感染拡大状況により内容を変更するこ
とがあります。

初心者
女性歓迎

　パワリハとは、パワーリハビリテーションの略で、マシン
の力を使って軽い負荷で介護予防トレーニングをします。
歩行や姿勢、移乗等の日常生活に関わる動作能力の向上
を目指すリハビリで、転倒予防にも効果があります。

対象者 　	６５歳以上の方で要支援・要介護・事業対象者
認定を受けていない方　

日　程 　10月18日（月）～２月14日（月）の間の月曜日
	 午後1：30～3：00　全15回
	 ※予定表で設定された日
場　所 　健康福祉センター「はぁとふる」生きがい工房
参加費 　２００円/回　

定　員 　９人
送　迎 　あり
申込期間　9月6日（月）～9月10日（金）
	 ※	定員になり次第、締め切らせていただきます。
申込場所　吉田町社会福祉協議会
	 法人運営課　☎３４－１８００

日　時：令和３年９月１７日（金）13：30～15：00
場　所：吉田町健康福祉センターはぁとふる　２階
	 研修室
内　容：介護者同士の交流
対象者：町内在住の在宅介護者（先着20名）
申込み：下記にお申し込みください。
申込み先：吉田町地域包括支援センター　
	 電話：0548-33-2323　担当：廣田

令和２年度 吉田町社会福祉協議会 決算報告

収入の部
320,406,330円

支出の部
320,406,330円

法人運営
44,542,697円

法人運営
45,876,657円

健康福祉センター
22,999,313円

当期末支払資金残高
82,111,652円

老人居宅介護等事業
18,920,345円

居宅介護支援事業
22,690,657円

デイサービス事業はぁとふる
57,563,115円

地域福祉活動推進事業 2,289,459円
福祉相談事業 1,079,870円
共同募金配分金事業 2,193,421円
助成事業 4,080,000円
善意銀行貸付事業 3,875円
福祉サービス利用援助事業 497,000円
老人居宅介護等事業 21,178,177円

居宅介護支援事業
26,536,422円

在宅介護者家族交流事業  490,508円
老人福祉センター事業  1,095,632円
地域支援事業  12,231,421円

在宅介護者家族交流事業 490,508円
老人福祉センター事業 898,722円
地域支援事業 11,951,921円

移動支援事業  1,055,127円
障害者居宅介護事業 6,808,273円

移動支援事業 1,618,607円 障害者居宅介護事業 7,665,712円

地域包括支援センター事業
37,799,913円

地域包括
支援センター事業

37,799,913円

デイサービス事業はぁとふる
64,338,681円

健康福祉センター
25,537,626円

前期末支払資金残高
68,648,228円

地域福祉活動推進事業 1,914,952円
福祉相談事業 1,079,870円
共同募金配分金事業 2,247,386円
助成事業 4,080,000円
善意銀行貸付事業 0円
福祉サービス利用援助事業 497,000円

事業活動収支計算書	 （単位：円）

貸借対照表	 （単位：円）

会計種別 収入の部 支出の部

社会福祉事業 ¥221,685,408 ¥210,079,273

公益事業 ¥26,028,134 ¥23,489,821

資産の部 負債の部 純資産の部 負債・純資産の部

210,687,760 97,968,387 112,719,373 210,687,760

資金収支計算書（社会福祉協議会）	 （単位：円）

パワリハ教室

左から島田ライオンズクラブ小粥会長、吉田町社協田島会長、榛南ライオンズクラブ鈴木会長

採用職種、採用予定人員及び受験資格：
採用職種 採用予定人員 受験資格
社会福祉士
保健師

介護支援専門員
若干名

◆昭和６２年４月２日以降に生まれた人
◆社会福祉士資格、保健師免許又は介護支援専門員
資格を取得又は取得見込の人

主任介護支援
専門員 １人 ◆昭和６２年４月２日以降に生まれた人

◆主任介護支援専門員資格を取得又は取得見込の人

事　務　職
（相談員） １人

◆昭和６２年４月２日以降に生まれた人
◆高等学校を卒業している人
※社会福祉士又は社会福祉主事任用資格あればなお可

申込方法：
申込用紙（吉田町社会福祉協議会ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入し、
法人運営課へ提出してください。
詳しくは、下記へお問合せ、又はホームページで御確認ください。
問合せ先：吉田町社会福祉協議会　法人運営課　　34-1800

季節の献立

体操の様子


