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2017年  6月号

社  協
だより

社会福祉法人

知っていますか？結婚相談

「 社 協 」 は 社 会 福 祉 協 議 会 の 略 称 で す 。

特集64-6600

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。

No.151

「ハッピネスFuji」は
そんなあなたを応援します！

結婚したいな…
素敵な人と出会いたいな…
忙しくてなかなか巡り会えないな…
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た
く
さ
ん
の
ご
応
募
、

ご
意
見
・
ご
感
想

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

前回（No.147）の答えは　　　　　　　  でした。②③④⑤⑪
応募総数
252通

●締め切り日　平成29年8月31日（木）
●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社協に対する
　ご意見等を記入して下記までお送りください。

　〒416-8558　富士市本市場432-1　富士市社会福祉協議会

●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9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。

あ

りが
とう

ござ
いましたあ

りが
とう

ござ
いました

平成29年3月1日～平成29年5月31日（敬称略）

一般社団法人 岳南法人会
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
富士市福祉事業協力会
富士地区仏教会
株式会社ユーライフ 代表取締役 石川雅博 （3回）
一歩の会

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

宗清倶楽部杯チャリティーゴルフ
アメリカンフラワー東信支部 静岡ブロック
「富士の型染」グループ
日東 加藤建築 代表 加藤勝二
信友会 大石のぶよし
株式会社 小林製作所
◎匿名　9件

9.
10.
11.
12.
13.
14.

幸
せ
は
、いつ
も

あ
な
た
の
そ
ば
に
。

社協福祉図書コーナーの本「これだけ手話」より
「手話」覚えてみよう！話してみよう！

上空の流れ星の動き
を追うように、人差し
指を動かすよ。

59流れ星流れ星流れ星



結婚って 素敵なことです。
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私たち結婚相談員が
ご相談にのります。
私たち結婚相談員が
ご相談にのります。

「ハッピネスFuji」「ハッピネスFuji」
　「ハッピネスFuji」は昭和49年より、結婚を希望する男女の良縁を繋ぐ結婚相談事業として開始されまし
た。昨年度までは社会福祉協議会が実施していたこの事業を、今年度から新たに市の委託事業として展開
し、支援内容の拡充や新たなシステムの導入など、結婚相談・縁結び支援事業をさらに強化します。
8月ごろには、インターネット回線を利用してご自宅のパソコンやスマートフォンなどから会員の仮登録
ができるほか、会員の中からあなたの条件に合う方の人数を検索できる独自のマッチング検索システムを
提供する予定です。今後も利用される方が、より一層使いやすく、希望がかなうようにしていきます。

 知人に頼むと何かと気を
遣いますが、ハッピネス
Fujiはその心配がありませ
ん。相談員が連絡・調整をし
てくれるので、スピーディー
に会うことができました。

（30代男性）

をご利用ください

問い合わせ 64-6604

　初めて写真を見たときは正直好みのタ
イプではありませんでしたが、お会いして
みるととても良い感じでした。写真では分
かりませんね。写真で判断せず会ってみる
のって大切です。相談員の方の言葉に感謝
です。今は子供にも恵まれ、妻・母として独
身時代とは違う忙しさに追われる毎日で
すが、多くの幸せを感じています。

　　　　　　　　　　（30代女性）

　妹の結婚を機に親からも言われるようになり結
婚を考えるようになりました。でも婚活がうまくい
かずこのままずっと独身のままかも…と不安が募
る毎日でした。そんな時、今の妻を希望して会うこと
ができ、お互いに自然と結婚を意識するようになり
ました。落ち込んでばかりの日々が一変、運命の出会
いが訪れて結婚できました。心がくじけそうになっ
ても、諦めずに婚活を続けることをすすめます。

（50代男性）

出会えてよかった。結婚できてよかった。

♥相談日数：75日

♥相談件数：4,292件

♥登録者累計：計669人

  　　（男性450人／女性219人）

♥成立件数7件（累計230組）　

♥出会いふれあいパーティー：年３回

平成28年度

　同じように活
動してい

る方がたくさん
いるので

安心しました。素
敵な出会

いを求めて活動
を続けて

行こうと思います
。

（20代女性）

　出会いふれあ
いパーテ

ィーはいつもの
条件閲覧

から始まる相談と
は違い、

一度に多くの方
と出会え

て良かった。

（30代女性）

　登録するまでは迷いや不安がたくさんありましたが、もっと早く登録して活動しておけば良かったと思います。自分だけでなく多くの人が活動しているのが分かり前向きになれました。　　　 　　　　　　　（40代男性）

結婚相談・縁結び支援事業

変更前 変更後

フィランセ東館１F
社会福祉協議会

相談室

●毎週水曜日
●毎月第２・４日曜日
10：00～12：00
13：00～15：00

●毎週水曜日
●毎月第１・３土曜日
●毎月第２・４日曜日
  10：00～12：00
  13：00～15：30

フィランセ東館４F
育児研修室 及び 相談室

場
所

相
談
日

ここが変わりました！

http://fujishishakyo.com/want/sodan/kekkon/kekkon.html
Eメール：happiness@fujishishakyo.com ハッピネスFuji 

結婚相談・縁結び支援事業

ご利用者の　声ご利用者の　声

ご成婚者の　声ご成婚者の　声

「ハッピネスFuji」って
どんなところ…？

入会・登録

閲  覧

引き合わせ
（お見合い）

継続
（お付き合い）

結婚

入会・登録に必要なもの

● 独身証明書
　本籍のある市区町村の役所で
　3ヶ月以内に発行したもの

● 写真1枚
　3ヶ月以内に撮影したL版〈89mm×127mm〉のスナップ写真。
　1人で全身が写っているもの

● 本人を証明するもの
　運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳のいずれか

● 印鑑（認め印）

● お互いが交際を続けたい
　意思があるか確認

● 資料（書類）で確認
　　● 出会いふれあいパーティーに参加可能
　　　　● 専任の結婚相談員が対応
　　　　　　● 費用は無料
　　　　　（パーティーは実費かかります）

● 意思の確認

※初婚・再婚・年齢・住所（富士市以外の方も）・学歴などに関係なく申込することができます。
　登録は本人、あるいは本人の同意があればその家族（両親・兄弟姉妹）でもできます。



　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）

地域貢献を目指している企業法人のみなさまへ

　個人として社会福祉協議会が行う事業に、
特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）

個人として協力していただけるみなさまへ

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

平成29年度

〒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
　64-4649　FAX 64-6567　
Eメール　zaitaku@fujishishakyo.com

詳しくはこちらへご連絡ください。

　熊本地震から1年。まだ震災の爪痕が残る中、国内では多く
の災害が起きており、ますます福祉のニーズが高まっています。
その中で今年度から「生活支援体制整備事業」がスタートし、
「結婚相談ハッピネスFuji」がリニューアルします。ますます地
域の力・人のやさしさ・大切さが必要とされています。社協は地
域のみなさまと共に地域福祉を進めてまいります。

社協は民間の福祉団体です。

地区福祉推進会地区福祉推進会

ボランティア講座ボランティア講座

予算
平成29年度

福祉教育福祉教育
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※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13,998,000円を差し引いています。※社会福祉法改正で決算期日が6月となりましたので決算額は次回掲載します。

収入
総額  1,110,234,000円

会費 30,300,000円

寄附金 4,230,000円

利用料
1,400,000円

補助金・共同募金配分金
106,691,000円

その他 59,298,000円

118,524,000円繰越金

授産事業
31,929,000円

貸付事業障害福祉
サービス等事業
299,520,000円

介護保険事業

受託金

施設整備補助金
1,380,000円

事業別
総額  1,110,234,000円

326,400,000円
地域福祉事業

305,830,000円
介護保険事業

133,228,000円
社会福祉センター

358,774,000円

障害者就労
支援事業

158,738,000円

支出
総額  1,110,234,000円

人件費
640,282,000円

33,191,000円事務費

事業費

33,927,000円
授産事業費

34,700,000円貸付事業費

16,779,000円助成金支出
11,152,000円施設整備支出 110,033,000円当期末残高

49,012,000円予備費・その他

22,420,000円
共同募金配分金事業費

～こころの架け橋を目指します～

院長  坂上田 あずみ
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

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

●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。

あな
たの会

費が福祉のまちづくりに活かされます。

〈予算規模〉

広報紙「お元気ですか」も150号
となり、多くの方の目に止まり、社
協の事業内容等を知っていただく
機会になったと思います。また知る
ことで共感した方がボランティア活
動を始めたり、自己啓発する等、市
民の中に福祉の根が広がっていく
事を市民としてうれしく思います。

50代女性

34,700,000円

242,699,000円

179,563,000円



ふれあいショップあゆみ
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　ふじひろみのNo.1自主製品は、「EMぼ
かし」です。生ゴミにぼかしをまぜることに
よって家庭菜園の良質な肥料となり大人
気です。その他に福を呼ぶフクロウ型の
マスコット「ふくちゃん」や｢ドライフラ
ワー｣、新製品として傘やペットボトルなど
の目印になる｢ネームタグ｣などを作成し
ています。ぜひお買い求めください。

障害者就労支援施設の商品
知ってほしい。使ってほしい。

　内　容

不要になった福祉機器やベビー用品を
譲りたい方・必要としている方

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
総務係 64-6600

介護

ベビー

　●福祉機器リサイクル伝言板
　  　　 ・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

設
置
場
所

第37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37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道具は自由です。
　　　　　　（絵の具、クレヨンなど）
　　　　　③未発表の作品であること。
　　　　　④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。

富士市民の方なら、どなたでも応募
できます。

　　　　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
　　　　ことを絵にしてみてください。

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）

その他 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。

締　切 平成29年8月18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。

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！

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

平成29年7月25日（火）～ 8月27日（日）
（毎週月曜日、第3日曜日、祝日は休み）
9：00～16：00まで
（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

ふじひろみ

問い合わせ ふじひろみ 21-6776問い合わせ ふれあいショップあゆみ 64-0694

平成２9年8月1日（火）～31日（木）
平日８：３０～１７：１５

実施期間

第３6回 ボランティア講座
参加者募集！

日　時 平成29年7月15日（土）
10：00～12：00

場　所 富士市フィランセ東館3階
ボランティアルーム

講　師
日本ボランティアコーディネーター協会
理事 疋田 恵子（ひきたけいこ）さん

参加費 無料

募集人員 ５０名程度

申し込み 電話・FAX・E-メールにて、ボランティア
センターへお申し込みください。

ボランティアセンター　　64-7100  FAX/64-9040
Eメール vc@fujishishakyo.com

回収場所 富士市フィランセ東館1階
福祉相談室（くらし・しごと相談窓口）

希望食品 穀類（お米・麺類等）、缶詰、瓶詰め、
ふりかけ、インスタント食品、調味

料、油、飲料、のりなど、常温で保存の効くもの。
※賞味期限が記載され、2ヶ月以上あるもの。
未開封で中身が破損していないもの

在宅支援係（くらし・しごと相談窓口）
    64-6969

問い合わせ

フードドライブに
ご協力を！

　ふれあいショップあゆみでは、手づくりのパンとラス
クを作っています。手づくりパンは、あんパン、クリームパ
ン、きなこパンなど約３０種類があり、季節限定パンとして
みかん餡やいちご餡、キャラメルロールなど、子どもから
大人まで好まれる味のパンがあります。そしてラスクは
プレーンなど7種類の板の物と細かく切ったコロコロが
あり、多くの方に記念品や贈答品としてご利用いただい
ております。平日の11時頃にパンが焼き上がります
ので、ぜひお買いお求めください。

■現在登録されている福祉機器情報は、
　次の場所でご覧になることができます。

●富士市社会福祉協議会ウェブサイト
　http://www.fujishishakyo.com/

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
めている」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
めている」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。

　市内には厳しい生活状況の中、職を失うなどの
理由により、食事に困っている方がいます。その方
を支援する方法として「フードドライブ」がありま
す。フードドライブは、食料を指定の場所に持ち込
んでいただき、NPO法人フードバンクふじのくにを
通じて、困っている方に無償でお届けします。皆さ
まの温かいご支援をお願いいたします。

　話を聞くのが「好き」、車の運転をするのが
「好き」、料理をするのが「好き」…。そんな趣味
や特技、生きがいをそのままボランティア活動に
つなげてみませんか。

あなたの「好き」を活かしましょう！


