吉田町ふれあい広場に関するお知らせ
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社協会費
（一般会費）
にご協力いただき、ありがとうございました。

今年はWEBで開催します！！

6,981世帯から3,490,500円のご協力をいただきました。会費は、福祉体験
学習事業費や福祉車両の貸出等に活用します。
（7月31日現在）

視聴していただいた
方の中から抽選で
ささやかな景品が
当たります！

社協特別会員に新規ご入会ありがとうございました。
（8月15日現在）
望月運輸株式会社 吉田営業所 様
榛原自家用自動車協会 様
お子様からお年寄りまで
楽しめるイベントです♪
じー

と き：10月24日（日）～11月23日（火）
主 催：ふれあい広場実行委員会

びー

居場所づくりを兼ねたイベントです。
趣味で作っているものなども展示・販売しています。
65歳以上の方の出店、展示を募集しています！
（例：手芸、陶芸、工作、絵画などの作品）

開催日

令和３年 ９月12日（コロナウイルス感染拡大の影響により中止）
10月10日 11月14日
※毎月第２日曜日

時

間

10：00～13：00

会

場

北オアシスパーク

７/１１、
８/８に開催された
マルシェでは、
あずま袋や巾
着袋、
手芸品などの展示・
販売が行われました

第39回 吉田町ふれあい広場参加団体
身体障害者福祉会
手をつなぐ育成会
榛原地区保護司会 吉田支部
榛南断酒会
社会福祉法人 杉の子園
民生委員児童委員協議会
手話サークルあゆみの会
赤十字奉仕団
ボーイスカウト吉田第 2 団

ホール

★コロナウイルス感染拡大状況により中止することがあります。

そうだん掲示板

しぎ や

問合せ先：GB’
ずマルシェ実行委員会 鴫谷 ☎090-9908-5230
吉田町社会福祉協議会 法人運営課 ☎３４-１８００

■ 心配ごと相談

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IC

吉田町健康福祉センター「はぁとふる」内

包括支援課（地域包括支援センター）

☎ 34-1800
☎ ３３-２３２３

（fax ３３-2540）

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

在宅福祉課

法人運営課（代表）

至島田

東名高速道路

至牧之原市

居宅介護支援事業所 ☎ 33-2325
訪問介護事業所

☎ 33-1051

吉田
特別支援学校

スズキモーター
販売

国道150号線

吉田町
役場

☎ 33-2423

■ 司法書士権利擁護相談

湯日川
愛宕神社

吉田中学校

あつまリーナ

総合体育館
中央児童館
さゆり保育園

通所介護事業所

至焼津市

至吉田港方面

９月22日、
10月13日、
10月27日、
11月10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

吉田町健康福祉センター

はぁとふる

９月15日、
10月20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）

更生保護女性会
国際交流協会
のびるの会
西浜つくしの会
ビビッドクラブ
遠州吉田小山城太鼓保存会
シルバー人材センター
榛南地区労働者福祉協議会
志太榛原地区栄養士会

■ 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
★すべての相談は無料です。すべての相談は
秘密厳守です。

★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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人権擁護委員
社会福祉協議会
デイサービスセンターはぁとふる
精神保健福祉会 秋桜
行政相談委員
地域包括支援センター



（敬称略・順不同）

■ 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

10月５日、11月２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

７月 「社会を明るくする運動」啓発活動報告

10月

犯罪の抑制、罪を犯した方の立ち直りには、地域の力が必要です。
当協議会でも、地域の皆様にご協力いただき、のぼり旗の掲揚の他、地域に赴き啓発活
動をしました。
よりよい地域社会のためには、地域の一人一人の理解や協力が必要不可欠です。
地域や家族での見守り声掛けにより、安心して生活できる明るい社会を作りましょう。
・自治会、町内会の皆様
・通いの場の参加者
・町内の学校
・老人福祉センター事業参加者、
一般介護予防事業及びボランティアの方々

８月

令和３年度歳末慰問事業「歳末慰問金」のご案内

開催しました！

8月
12日、13日

今回初の「はぁとふるこども食堂」ということもありたくさんの方が見学にみえ
ました。
開催にあたりご支援、ご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。

「おいしい野菜づくり教室」さんの
新鮮野菜を使ったお弁当を提供しま
した！当日は野菜を提供してくださっ
た皆様も見学にきてくれました。

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した。

「家族介護教室」に参加しませんか?

令和４年度 採用試験日の延期と募集受付期間の延長について

募集受付期間：

令和３年９月21日（火）まで
試験日：

令和３年10月２日（土）

採用職種、採用予定人員及び受験資格：
採用予定人員
若干名

受験資格
◆昭和57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

◆年齢問わず
◆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

①いざ！ というときに避難施設の検索とルート検索ができる「防災マップ」を搭載。
②登録した地域・お客さまの契約地点の停電情報を「プッシュ通知」でお知らせします。
③電気設備に関するご相談を、いつでもチャットでお問合せいただけます。
ぜひご登録ください。
iOSはこちら
App Store

34-1800
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Androidはこちら
Google Play

【お問い合わせ先】
中部電力パワーグリッド株式会社
☎0120-985-232
受付時間
月〜金曜／9:00〜17:00

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

★コロナウイルス感染拡大状況により変更することがあります。

採用職種
社会福祉士
保健師
介護支援専門員

緊急時に役立つスマホアプリの決定版！
スマホがあなたのお問い合わせ窓口に。

▼

吉田町地域包括支援センターからのお知らせ

緊急事態宣言の発令に伴い、試験
日と募集期間を下記のとおり変更
します。

停電情報お知らせサービス

無料
リ
アプ

２日間でこども31名、大人24名の２歳から97歳までの幼児から
お年寄りが参加され、お食事を楽しまれました。
新型コロナウイルスまん延防止のため、当日はテイクアウトもでき
るようにお弁当をご用意させていただきました。

日
時：令和３年１１月１８日（木） 午後１：30～３：00
場
所：吉田町健康福祉センターはぁとふる ２階研修室
対 象 者：町内在住の在宅介護者（先着20名）
内
容：『骨の健康をいつまでも！』
講
師：雪印ビーンスターク株式会社 栄養士
申込〆切：令和３年10月28日（木）

－歳末たすけあい募金配分金事業－

住民の皆様からお寄せいただく歳末たすけあい募金から、支援を必要とする世帯が気持ち
新たに新年を迎えることができるよう慰問し「歳末慰問金」を贈呈します。
対象要件等、詳細は社協だよりNo.221（11月号）でお知らせいたします。

はぁとふる

こども食堂

住民の皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金は、単身高齢者の
見守りやボランティアの育成等吉田町での困りごと解決の活動に使われて
います。
毎年、自治会をはじめとした住民組織、民生委員児童委員、事業所、
学校など多くの方々にご支援いただき募金運動を実施しております。
誰もが住みやすい町をつくるために、ご支援ご協力をお願いいたします。

▼

一般介護予防事業での啓発活動

赤い羽根共同募金にご協力お願いします。
（10月１日～12月31日）

やさしいこころありがとう

（令和３年６月１６日～令和３年８月15日）

ご寄付

使用済み切手のリサイクル

（こども食堂事業へ）● 中田忠夫己 様

● 髙橋和雄 様 髙橋元美 様
● 有限会社大石製作所 様
● 前田浩志 様
● 栗田工業株式会社 様
● 株式会社シンドウ商店 様
● 岩﨑寿次 様
● 南部化成株式会社 様
● はいなん吉田病院 様
● 株式会社吉田ハム工場 様
● 株式会社タクミ総建 様
● 柴原化成株式会社 様
● 石川もと江 様

物品ご寄付

● 青身いつくしみの会

小間正男 様 トイレットペーパー
小西 勤 様
● 有限会社大石製作所 様 タオル
● 三輪まつ 様 介護用品
● 前田浩志 様 タオル
● シルバー人材センター 様（おいしい野菜づくり教室 様） 野菜
● 南部化成株式会社 様 米、非常食
● 宮地正夫 様 小説
● 吉永タキエ 様 ブルーシート
● 株式会社杏林堂薬局 様 アルコール入りハンドジェル
● 匿名 様 米、食品

株式会社杏林堂薬局 様
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