
  

  

第40回  吉田町ふれあい広場
Web会場で開催中!!

11月22日（火）まで
　主催：ふれあい広場実行委員会

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! ふれあい広場QRコード

　活動日など詳しくは下記連絡先へお気軽にお問い合わせください。　
問合せ・申込先　法人運営課　☎３４-１８００  

運転ボランティアで活躍してみませんか？
外出が困難となった高齢者の病院の送迎等、
移動を支援する運転ボランティアを募集しています。
月１回、送りのみでも助かります。
活動見学等も可能です！

募集対象
①普通自動車免許を有する方
②７０歳未満の方
③５年以内に、交通法令に違反し事故を
　起こしていない方
④疾病その他の理由により、医師から
　自動車の運転を制限されていない方

No.227 令和４年 11 月 10 日発行　題字：中央小学校福祉委員会 6 年　今村翼さん、齊藤俊輝さん

★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。

活動場所：吉田町神戸コミュニティ広場「よしきた」 
日　　時：毎週火・木曜日　１０：３０～１５：００
　　　　　※半日でも可  ※見学も受付けています
資　　格：資格は問いません
　　　　　おしゃべり、手芸、料理、歌、体操などが好きな方

ボランティア主体の新しい形のデイサービスで
一緒に活動しませんか？

吉田町ふれあいデイサービスB型
「かがやき」

ボランティア募集

  問合せ先　法人運営課　☎３４-１８００

運転ボランティア入門講座を開催しました！
県内外や吉田町の高齢者移動支援、運転
ボランティアの活動事例をはじめ、活動の
ための心構えやリスクマネジメントについ
て、講師をお招きして学びを深めました。
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一緒に活動しませんか？

当協議会の車両を
使用します
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　共同募金運動の一環として住民の皆様から寄せられる「歳末たすけあい募金」から、支援を必要
とする世帯が地域で安心して暮らせるよう慰問金を贈呈します。

一世帯上限5,000円
（募金実績と対象世帯数により金額を決定します。）

金　　　額

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて当協議会窓口へ
提出してください。詳細については、申請書をよくご確認ください。

申 請 方 法

令和４年11月11日（金）～令和４年11月30日（水）午後５時まで受 付 期 間

当協議会法人運営課、包括支援課（地域包括支援センター）・
吉田町役場福祉課・こども未来課
(当協議会ホームページからもダウンロードできます)

申請書配布場所

申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。贈 呈 方 法

・対象要件の確認等、ご不明な点は当協議会へお問い合わせください。
・事業実施のために、関係行政機関や担当地区の民生委員児童委員に対して

情報提供を行います。
・虚偽の記載内容があった場合には、慰問金の返還を求める場合があります。
・申請書にご記入いただいた内容は、本事業以外の目的には使用いたしません。

そ の 他

法人運営課　☎34-1800問 合 せ

以下の要件に該当する世帯は対象となります

① 申請時、吉田町に住所を有し、引き続き年末年始も居住している

② 令和４年度の世帯全員の住民税（町県民税）が非課税である

③ 生活保護を受けていない、かつ施設に入所していない

対　象

④ Ａ～Ｆのいずれかの世帯

Ａ 児童扶養手当全部支給に該当するひとり親世帯
Ｂ 満75歳以上の高齢者のみの世帯
Ｃ 要介護４又は要介護５の方を在宅で介護されている世帯
Ｄ 身体障害者手帳１級又は２級を取得している世帯
Ｅ 療育手帳Ａ又はＢを取得している世帯
Ｆ 精神障害者保健福祉手帳１級又は２級を取得している世帯

 

対
　
象
　
外

令和４年度歳末慰問事業「歳末慰問金」のご案内
―歳末たすけあい募金配分金事業―

い
い
え

い
い
え
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株式会社 山益 静岡事業所
日之出自動車工業株式会社
住吉マリンディーゼル株式会社
大村醤油株式会社
株式会社 クメタ製作所
株式会社 廣川組
株式会社 マルイチ
アルケン工業株式会社
福文電設株式会社
大石建設株式会社
川田医院
株式会社 大場組
柴原化成株式会社
株式会社 松浦スチロール工業所
有限会社 本杉電気商会
たむら建設株式会社
東海自動車工業株式会社 吉田支店　
しずおか焼津信用金庫 吉田支店
株式会社 ソーマ化粧品 榛原販社
有限会社 吉田電設
株式会社 みとも
有限会社 イチリツ
榛原自動車株式会社
ハチマル倉庫有限会社
有限会社 岩本造園
株式会社サイサン焼津営業所　
静岡うなぎ漁業協同組合
ハイナン農業協同組合
東遠ガス熔材株式会社
高橋組
ＫＯマート 吉田店
エムティー物産株式会社
吉田木工株式会社
株式会社 山本工業
有限会社 水野食品
フジ工業株式会社
駿河淡水株式会社
はねうお食品株式会社 静岡工場
八木産業株式会社
松本印刷株式会社
鈴木産業有限会社
株式会社 福泉 吉田支店
ＡＧＣテクノグラス株式会社 静岡工場
富士フイルム株式会社
大石テープ工業株式会社
株式会社 不二蒸着
株式会社 ヤナギハラメカックス
株式会社 静岡銀行 吉田支店
株式会社 大川原製作所　
島田掛川信用金庫 神戸支店
株式会社 合同物流 吉田営業所
ダイドードリンコ株式会社 中部第二支店
吉田産商株式会社
おこめ館 いわ堀
南部化成株式会社
株式会社 明光重機
有限会社 福世テープ
有限会社 ビーオー事務機
田﨑クリニック
宗教法人 林泉寺
坂下通信株式会社
高成田歯科医院
徳山整形外科

宗教法人 龍光寺
株式会社 はいやく
宗教法人 能満寺
萩原歯科医院
株式会社 久保田水産
有限会社 イワモト塗装工業
木村飲料株式会社 吉田工場
有限会社 辰巳工業
高橋建設株式会社
株式会社 丸三水産
株式会社 田中石油店
本橋テープ株式会社
寿し処 はるよし
株式会社 田村機工
有限会社 魚千代
有限会社 松浦造園
田中肥料株式会社
マルイ養鰻有限会社
有限会社 日新栞盈工業
仲田製材所
ワークス株式会社
鈴木電気株式会社
有限会社 かねやす商店
株式会社 ソニー・ミュージックソリューションズ
ハードストック吉田　
吉田観光株式会社
丸洋水産株式会社
レック株式会社
吉田商会
佐藤運送株式会社
マルニうなぎ加工株式会社
静岡トヨタ自動車株式会社
　ネッツトヨタ浜松 吉田支店
有限会社 山一倉庫
丸は倉庫
味幸
株式会社 林造園
カワモト洋品店
庄司釣具店
鈴木輪業
スルガ観光株式会社
田中造園
中島歯科医院
有限会社 知久太田会計事務所
有限会社 西尾建工
株式会社 丸明
くつ・バック おおば
宗教法人 成因寺
有限会社 田原石材 吉田工場
東海電設株式会社 吉田営業所
長谷川縫製工場
御菓子処 ふくみつ
増田板金
松浦食品有限会社
三輪クリニック
株式会社 太進
有限会社 アイコー企画
有限会社 快生治療院
有限会社 光陽電氣
有限会社 永井テープ
司法書士法人つなぐ 増田真也
医療法人社団 L＆S 鈴木歯科医院
髙橋電気保安管理事務所

塚本雅士税理士事務所
東海タクシー株式会社
まるゆ水産
社会保険労務士 柳原ヒロタカ事務所
ヤマオ商店
協同組合 吉田商工セレモニー
良知歯科医院
株式会社 グリーンズ
株式会社 朋電舎サンリック事業部
株式会社 ヤマザキ　
有限会社 石間舗
有限会社 三輪塗装
株式会社 吉田浄化槽サービス
宗教法人 呑海寺
乾家具
はやかわ内科医院
株式会社 あがた造作所
有限会社 大石製作所
有限会社 エムツーワークス
浜福飼料有限会社
マルあ水産
和洋菓子処 たけうち
株式会社 池田製作所
株式会社 兼祥
有限会社 神戸シェル石油
コーエイセンイ株式会社
株式会社 大建
小山城入口 鰻八木秀
株式会社 静岡物産
有限会社 榛南自動車ガラス
有限会社 吉田技研
アイアート
楽彩
中村電器
本橋水産 株式会社
株式会社 静岡住建
有限会社 ぺきんや
かねまる有限会社
世界心道教東方教会
相陽工業株式会社　
帝国インキ製造株式会社
ネッツトヨタ静浜株式会社 吉田住吉店
有限会社　榛南機械
ひら井京染呉服店
ウェル・ウィッシャー光
美容室ゆりかご
富士ゴムナース株式会社 静岡配送センター
株式会社 ホンダエイト販売
堀住ストアー
株式会社 丸総
有限会社 山城屋村田商店
ヤママツ巧管株式会社
夢佳
株式会社 吉永樹脂
おおいし動物病院
有限会社 三和呉服店
医療法人社団シー・オー・アイ いしだ眼科
有限会社 静岡木工
富士フイルムオプトマテリアルズ株式会社
プラス株式会社
石川紙工株式会社 静岡営業所
有限会社 渡辺空調
横山鉄工株式会社

株式会社 アスカム
吉田町身体障害者福祉会
株式会社ヤシマ
アイワ産業株式会社
有限会社 萬年堂
株式会社 シンドウ商店
長源寺
有限会社 トモタ塗装
株式会社 小林木型
株式会社 新友商事
株式会社 丸八 吉田営業所
東海住宅株式会社
有限会社 戸塚電気商会
小塩石油店
株式会社 S-CAL
株式会社 コーマ
髙取ロジスティクス株式会社 静岡支店
株式会社 竹田精工
東光ガード株式会社 吉田インター営業所
有限会社 藁科製材所
株式会社 静岡プラント
静岡みどり産業株式会社
株式会社 ヤマカ片野商店
大同電気株式会社
社会福祉法人 杉の子
アサヒサンクリーン 総合ケアセンター吉田
イトウシャディ株式会社 吉田店
社会福祉法人牧ノ原やまばと学園
( 吉田町総合障害者自立支援施設あつまリーナ）
株式会社 みずほ
有限会社 西尾
吉田町さわやかクラブ連合会
TS- フーズプロダクツ株式会社
浄土寺
有限会社 平和タクシー
有限会社 キャラ
株式会社 まるよ運送
榛南ロータリークラブ
株式会社 ソルーナ
社会医療法人駿甲会 介護老人保健施設 
　コミュニティーケア吉田
司工業株式会社
株式会社オカムラ
望月運輸株式会社 吉田営業所
榛原自家用自動車協会
中部電力株式会社 静岡支店 島田営業所駐在
NK 設備株式会社
トライ産業株式会社
ソフトプレン工業株式会社
羽田容子
うな平
住吉水産
明研ゼネラル株式会社
八木石油
ひろ整骨院
匿名 2 件

（敬称略、順不同）
令和 4 年 9 月 30 日現在

社協会費納入に御協力をいただき
ありがとうございました
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社協会費は、町民の福祉向上を目指して下記の事業に活用しています。

－令和４年度会費実績－　　　　　　　　　　　 令和 4 年 9 月 30 日現在

会費の種類 会員数 実績額
一般会費 (普通会員) ７，１２６世帯 ３，５６３，０００円 
特別会費 (特別会員) ２３６ 件  １，２２６，０００円 
特別会費 (その他事業所) ７件   ２８，０００円 

令和４年度の実績を報告いたします。

◦普通会員（町内の各世帯）　　　　  １世帯 　 ５００円
◦特別会員（企業・事業所・個人等）　１口    ２,０００円

会員の
種類

　吉田町社会福祉協議会は、吉田町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発
達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としています。住民や福祉
関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする方に無料又は低額な料
金で福祉サービスを提供しています。
　地域の誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりをめざし福祉事業をより充実させていくため、
社協の活動に御理解いただき、今後とも御支援くださいますようお願いいたします。

社会を明るくする運動

リフト付き車両の貸出しミニバスを使った高齢者移動支援

ふれあい広場の開催

車いすの貸出し 社協表彰式（福祉功労賞者表彰）（隔年）

今年度は社協ホームページ上で
WEB開催中です。

火・金曜日に運行して
います。

老人福祉センターまで町
内を巡回し送迎します。

車いすごと乗車でき
ます。
病院の送迎やちょっ
としたお出かけに活
躍しています。
事前申請が必要です。

WEB開催inはぁとふる（R4.10.23）
みんなで
広げよう！
福祉の輪
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やさしいこころありがとう （令和４年８月１６日～１０月15日）

ご寄付
● 島田ライオンズクラブ 様

使用済み切手のリサイクル
● 有限会社渡辺空調 様 ● 野村健 様
● 浜福飼料有限会社 様 ● 榛原自動車株式会社 様
● 椎名卓 様 ● 有限会社アキマ建設工業 様
● 片岡杉の子園 様 
● 株式会社クメタ製作所 様
● 川本勝哉 様
● 株式会社 塚本新聞店 様

問合せ：吉田町社会福祉協議会　法人運営課　☎３４-１８００

フードバンク常設　「もったいない」から「ありがとう」へ
　食料を寄付していただくための回収ボックスを、はぁとふる館内に常設しています。
　寄付していただいた食料は、食べる物がなくて困っている方々にNPO法人フードバンクふじのくにを通じて届けられます。
　缶詰やレトルト食品など、ご家庭で眠っている食料がありましたら、ぜひご協力をお願いします。

※夏季フードドライブにご協力いただきありがとうございました。
※冬季フードドライブ（1月4日～31日開催）に参加します。ご協力お願いします。

回収している食料
・常温保存ができ未開封のもの
・賞味期限が１ヶ月以上あるもの

回収できない食料
・賞味期限の記載がないもの
・お酒やビールなどのアルコール類
・健康食品やサプリメント

共同募金運動の一環として、主に福祉課題や生活課題をもつ方々が、気持ち新たに新年を迎え
る一助となるよう、毎年１２月に募金を集め事業を実施しています。本年度は慰問金品へ活用いた
します。

誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせるように、今年も皆様のあたたかいこころをお寄せくださ
いますよう、ご協力お願いします。

募金運動にご協力をお願いいたします。
歳末たすけあい募金運動（１２月１日～１２月３１日）

開催日 　１２月２４日（土） ①１部 １１：３０～１２：３０　②２部 １２：３０～１３：３０
 ◦予約制（希望する時間をお申し出ください）　◦好評につき新規優先とさせていただきます。
申込期間 　新規の方：11月14日（月）～11月18日（金）　

               2回目以降の方：11月21日（月）～11月25日（金） ※祭日を除く
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 　毎回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テイクアウトのみにさせていただく場合があります。

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。

問合せ・申込み先：法人運営課 ☎３４-１８００

食材の寄付
も募集して
います♪

お子様のみでも
ご参加いただけます

● 吉田町菓子工業組合
　　組長 石間淑泰  様

● 長房みち様　介護用品
物品ご寄付
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■心配ごと相談
１１月３０日、１２月１４日、１２月２８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）法人運営課　電話34-1800

■司法書士権利擁護相談
１１月１６日、１２月２１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）法人運営課　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）法人運営課　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）法人運営課　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）法人運営課　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
１２月６日、１月１０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

そうだん掲示板

★すべての相談は無料です。すべての相談は秘密厳守です。

問合せ・申込み先：吉田町地域包括支援センター　☎ 33-2323

令和 4 年度　家族介護支援事業「介護者のつどい」
場　所：健康福祉センターはぁとふる　2階研修室
時　間：13時30分～15時
※福祉用具展示　開催場所：健康福祉センターはぁとふる1階　時間：14時～15時

日程 内容 福祉用具展示
第 2 回

介護教室 令和 4 年 11月 18 日（金） 簡単な食事の準備について
講師：はいやく管理栄養士 ゆうプラン

第 3 回
交流会 令和 5 年 1月 20 日（金） 交流会、体操、福祉用具展示見学

株式会社リクサス静岡
ヘルスケア事業部
ハートフルリクサス

第 3 回
介護教室 令和 5 年 3 月 17 日（金） 介護事業所を知ろう！

映像で見る介護事業所 株式会社ヤマシタ

※教室、交流会は各回25名先着順となります。福祉用具展示は申込み不要。

集中的に認知症の困りごとに対応します
「認知症初期集中支援チーム」がサポートします！

支援の対象になる方
◎40歳以上　◎自宅で生活している　◎認知症が疑われる　◎認知症の診断を受けていない
◎病院にかかっていない、または治療を中断している　◎医療サービスや介護サービスを受けていない
◎医療サービスや介護サービスを受けているが、認知症状により対応に困っている

「認知症初期集中支援チーム」は、家族等からの相談により医療・福祉の専門職が本人・家族を訪問して支
援します。
症状や困りごとを把握したうえで、早期に医療や介護サービスへつながるよう一定期間（概ね6ヵ月）、集中
的に支援します。

地域包括支援センターからのお知らせ

東名高速道路 至島田

吉田町
役場

吉田中学校

総合体育館

吉田IC

スズキモーター
販売

吉田
特別支援学校

湯日川
愛宕神社

あつまリーナ

至牧之原市

至吉田港方面

至焼津市国道150号線

吉田町健康福祉センター

はぁとふる中央児童館

さゆり保育園

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
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