
  

　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

　町内のひとり暮らし高齢者の方を対象に、外出支援、交流を目的に開催しました。この「ライ
ブツアー」は実際に旅行には行かず、映像で楽しむツアーです。京都とオンライン生中継の映像
でつながり、現地ガイドさんにご案内いただきました。この日は10年に一度の最強寒波が到来し
ており、この時期には通常みられない京都嵐山の雪景色を見ることができました。ツアーを終え
て参加者のみなさんからは「まるで本当に京都にいるようだった。」「足が痛くて遠くにいけな
くなってしまったので、映像で楽しめて良かった。」などのお声をいただきました。ご参加いた
だき誠にありがとうございました。

No.229 令和５年３月 10日発行　題字：住吉小学校 6年　栁原花音さん

★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。

一緒に活動
しませんか？

当協議会の車両を
使用します

「映像で楽しむ！京都嵐山散策（ライブツアー）」
を開催しました！

令和５年
１月26日
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参加者を募集します！

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？

●問合せ・申込み先：法人運営課　 ☎３４－１８００　ご連絡お待ちしています。

●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：5月10日、17日、24日、31日　※毎週水曜日
	 （希望する日をお申し出ください）
●申込期限：4月12日（水）

●開催日：6月7日、14日、21日、28日　※毎週水曜日
	 （希望する日をお申し出ください）
●申込期限：5月17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。

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　5月8日（月）～8月28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　4月3日（月）～4月7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

パワリハ教室

体操の様子

季節の献立

有酸素運動と脳のレクリエーションで脳を活性化しましょう！

会　場 開催時間 開催曜日

東村公会堂
午前9時30分から11時30分 毎月1回（月曜日）山八公会堂

はぁとふる
川尻会館

午後１時30分から3時30分 毎月1回（月曜日）東浜公会堂
自彊館
住吉上集会所

午後1時30分から3時30分 毎月1回（水曜日）神戸コミュニティ広場よしきた
大幡会館

対象者　	町内在住65歳以上の一般高齢者、事業対象者、要支援認定者
参加料　100円/月

はつらつ講座 参加者随時募集

脳活性化シナプソロジー

作品作り（割り箸アート）
会場ごと日程が決まっておりますのでお問い合わせ下さい。
はぁとふる・川尻会館・東浜公会堂はミニバスの送迎があります。
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共同募金にご協力いただき、
ありがとうございました。

●赤い羽根募金　戸別

町内の各世帯 7099 世帯

●赤い羽根募金　法人

アイワ産業株式会社

味幸

静岡トヨタ自動車株式会社

　ネッツトヨタ浜松	吉田支店

イトウシャディ株式会社	吉田店

東海自動車工業株式会社

長谷川建設株式会社

有限会社	日新栞盈工業　

有限会社	西尾建工　

有限会社	本杉電気商会

有限会社	吉田電設

田中肥料株式会社

医療法人社団シー ･オー ･アイ	いしだ眼科

株式会社	ヤナギハラメカックス

有限会社	魚千代

松浦食品有限会社

カワモト洋品店

和洋菓子処	たけうち

株式会社	ソーマ化粧品	榛原販社

株式会社	竹田精工

はねうお食品株式会社	静岡工場

大石テープ工業株式会社

川田医院

有限会社	イチリツ

有限会社	光陽電氣

株式会社	兼祥

有限会社	松浦造園

有限会社	木村製材所

株式会社	クメタ製作所

柴原化成株式会社

有限会社	トモタ塗装

長谷川縫製工場

有限会社	岩本造園

ハチマル倉庫有限会社

高橋建設株式会社

有限会社	榛南機械

マルニうなぎ加工株式会社

おこめ館いわ堀

吉田産商株式会社

おおいし動物病院

大三合同株式会社

有限会社	快生治療院

徳山整形外科

有限会社	吉田技研

株式会社	山本工業

株式会社	廣川組

株式会社	グリーンズ

株式会社	丸総

吉田木工株式会社

美容室ゆりかご

有限会社	福世テープ

有限会社	榛南自動車ガラス

有限会社	吉田リース

鈴木電気株式会社

島田掛川信用金庫	神戸支店

ホテルメキシコ

株式会社	丸八	吉田営業所

夢佳

有限会社	曽根倉庫

大石建設株式会社

富士フイルムオプトマテリアルズ株式会社

八木産業株式会社

島田掛川信用金庫	吉田支店

株式会社	はいやく

はやかわ内科医院

株式会社	大場組

ヤママツ巧管株式会社

本橋テープ株式会社

株式会社	新友商事

株式会社	丸三水産

有限会社	静岡木工

福文電設株式会社

有限会社	三輪塗装

有限会社	ヨシナガ

有限会社	和田鉄工所

庄司釣具店

住吉マリンディーゼル株式会社

司工業株式会社

コーエイセンイ株式会社

株式会社	福泉	吉田支店

株式会社	太進

髙取ロジスティクス株式会社

榛原自動車株式会社

株式会社	不二蒸着

丸は倉庫

株式会社	松浦スチロール工業所

萩原歯科医院

株式会社	静岡住建

株式会社	久保田水産

宗教法人	成因寺

日本ニキール株式会社

マルイ養鰻有限会社

浜福飼料有限会社

ハイナン農業協同組合	吉田支店

富士ゴムナース株式会社	静岡配送センター

明研ゼネラル株式会社

宗教法人	能満寺

宗教法人	龍光寺

有限会社	山城屋	村田商店

ワークス株式会社

吉田商会

有限会社	協和消防機商会

株式会社S-CAL

駿河淡水株式会社

株式会社	アキタファインブランキング	吉田工場

有限会社	アキマ建設工業

株式会社	あがた造作所　

有限会社	エムツーワークス　

カツマタ自動車販売株式会社　

片瀬印刷所

株式会社	カネキ水産

サロンド・テル　

杉本建築設計事務所

世界心道教東方教会　

竹邑　

株式会社	タナカ　

株式会社	田中石油店

株式会社	大建

田中造園

有限会社	辰巳工業　

のなか美装

株式会社	朋電舎サンリック事業部

有限会社	萬年堂　

株式会社	マルイチ

まるゆ水産　

株式会社まるよ運送　

メゾンフロント　

本橋水産株式会社

望月運輸株式会社	吉田営業所

ヤマオ商店　

小山城入口	鰻八木秀　

八木石油

株式会社	吉田浄化槽サービス

吉田観光株式会社

良知歯科医院　

有限会社	藁科製材所　

株式会社	山益	静岡事業所

株式会社	マリンアクセス

日本ハムファクトリー株式会社	静岡工場

大村醤油株式会社

有限会社	知久太田会計事務所

株式会社	静岡物産

株式会社	明光重機

株式会社	合同物流	吉田営業所

有限会社	水野食品

有限会社	山一倉庫

有限会社	かねやす商店

オカモト株式会社	静岡工場

田﨑クリニック

●赤い羽根募金　学校

自彊小学校

住吉小学校

中央小学校

吉田中学校

●赤い羽根募金　職域

株式会社	静岡銀行	吉田支店

吉田町社会福祉協議会

●赤い羽根募金　店頭

イオンビック株式会社	ザ・ビッグ吉田店

杏林堂薬局	吉田店

●赤い羽根募金　街頭

ＧＢ’ずマルシェ

●赤い羽根募金　その他

島田ライオンズクラブ

吉田郵便局

住吉郵便局

吉田町健康福祉センター

●歳末たすけあい募金　戸別

町内各世帯　7023 世帯

●歳末助け合い募金 法人・団体

蒔田助産院

川尻山和会

呑海寺

富士フイルム労働組合静岡支部

（敬称略、順不同）
令和 5年 1月31日現在
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（令和5年1月31日現在）

学校募金は、福祉委員さんが中心となり児童・生徒のみなさんに呼びかけ集めてくださいました。また、共同募金
を財源の一部として活動しているGB’ずマルシェでは、イベント時に募金箱を置いていただき、募金の呼びかけを
行ってくださいました。他にも町内の店舗に募金箱を置かせていただくなど、吉田町各所で、募金活動にご協力い
ただきました。共同募金に「寄付すること」また「募金活動に参加すること」は、自分の住む町の福祉を推進するこ
とにつながります。みなさんのあたたかい心がこめられた募金は、吉田町の福祉のまちづくりのために活用させて
いただきます。ご協力誠にありがとうございました。

赤い羽根共同募金の使い道はコチラ→

杏林堂薬局　吉田店 ザ・ビッグ　吉田店 健康福祉センター

令和4年度実績額
赤 い 羽 根 共 同 募 金

2,445,797円
地域歳末たすけあい募金

1,521,563円

募金活動にご協力いただきありがとうございました！

中央小学校

自彊小学校

ＧＢ’ずマルシェ

吉田中学校

住吉小学校

活動紹介はコチラ
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開催日 	 3月28日（火）、3月29日（水）
	 ①１１：３０～１２：３０（テイクアウトもできます）
	 ②１２：３０～１３：３０（テイクアウトもできます）
	 ◦予約制（希望する日時をお申し出ください）
申込期間 	 3月20日（月）
開催日 	 5月３日（水）
	 ①１１：３０～１２：３０（テイクアウトもできます）
	 ②１２：３０～１３：３０（テイクアウトもできます）
	 ◦予約制（希望する時間をお申し出ください）
申込期間 　4月10日（月）～4月14日（金）（先着順　定員になり次第締め切ります。）
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（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。

吉田町にお住まいの方でしたら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

★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、赤い羽根共同募金の配分金を活用して開催します。

　寄付していただいた食料は、「フードバンクふじのくに」から、各相談機
関を通じて生活困窮者の支援に利用されます。
　また、上記期間中だけでなく、はぁとふる館内に食品回収ボックスを常設
しております。今後ともご協力をお願いします。

冬季フードドライブへのご協力ありがとうございました

やさしいこころありがとう （令和４年12月１６日～令和５年２月15日）

ご寄付
● 松本 様　　● 岩本 光司 様　　● 清美会 様
● 吉田町文化協会手芸部 様　　● 川尻山和会 様

● 前田 浩志 様　　● 原田 静江 様　　● 杉本 一支 様
● シルバー人材センター 様（おいしい野菜づくり教室 様）

物品ご寄付

使用済み切手のリサイクル
● 椎名 卓 様　　　● 前田 浩志 様　　
● 福世 昌一 様　　● 岡村 久子 様
● 有限会社 吉田電設 様
● 株式会社 吉田浄化槽サービス 様
●トライ産業 株式会社 様
● 株式会社 クメタ製作所 様
● 有限会社 福世オートサービス 様
● コーエイセンイ 株式会社 様
● TSフーズプロダクツ 株式会社 様 富士フイルム労働組合	様 吉田町文化協会手芸部	様

アルコール
スプレー

非接触型
体温計
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■心配ごと相談
３月２２日、４月１２日、２６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
３月１５日、４月１９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
４月４日、５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

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。

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

  
スタッフ募集中～わたしたちと一緒に働きませんか～

・勤務時間等　午前7時45分～午後6時00分の間で都合
の良い時間帯※4～5時間程度（応相談）

・月曜日～土曜日の間で週3日～5日程度の勤務が可能な
方。

・内容　吉田町内を対象としたホームヘルプサービス利
用者宅へ訪問し、自立した日常生活を営むことができ
るよう、身体介護や生活支援の介護サービスを提供し
ます。

・給与等　944円／時間～（資格・経験年数による）
　その他交通費等（規定により　支給）
・採用人数　若干名

・勤務時間等　午前8時15分～午後6時00分（シフトに
よる）

・土曜勤務が可能な方で、月曜日～土曜日の間で週2回～
3回程度の勤務が可能な方。

・内容　デイサービスセンター利用者（20人程度）の身
体介護（送迎、入浴介助、レクリエーション支援）な
ど

・給与等　944円／時間～（資格・経験年数による）
　その他交通費等（規定により　支給）
・採用人数　若干名

・勤務時間等　午前8時15分～午後5時00分の間（応相
談）

・月曜日～金曜日の間で週3日～5日程度の勤務が可能な
方。

・内容　ケアプランの作成等
・給与等 1,100円／時間～（資格・経験年数による）
　その他交通費等（規定により　支給）

・勤務時間等　午前8時15分～午後5時00分の間（応相
談）

・月曜日～金曜日の間で週3日～5日程度の勤務が可能な
方。

・内容　相談業務、事務作業、介護予防事業等
・給与等　944円／時間～（資格・経験年数による）
　その他交通費等（規定により　支給）

①初任者研修、ホームヘルパー資格（2級以上）または介護福祉士資格取得の方。
②無資格でも可、ホームヘルパー資格（2級以上）または介護福祉士資格取得の方であればなお可。
③介護支援専門員又は保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
④無資格でも可、社会福祉士又は社会福祉主事任用資格取得の方であればなお可。
①・② 健康でやる気のある方。
選考方法　面接による（履歴書持参）
申込み・問合せ　吉田町社会福祉協議会／0548-34-1800（担当：杉本）
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