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マッキーちゃん

【会　場】相良事務所、榛原事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

※貸付を受けるには条件があります。（資金によって
貸付までの日数が異なります）

貸付相談

【問合せ】
生活支援センターつばさ（☎ 53-2610（相良地区））
生活支援センターやまばと（☎ 29-0223（榛原地区））

障がい者の生活相談　毎週月～金曜日（8:15～17:00）

【問合せ】
地域包括支援センターさがら（☎53-1900（相良地区））
地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822（榛原地区））
※お電話は24時間受け付けます。

在宅介護（介護機器）相談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】2月4日㈬、18日㈬〔第1・第3水曜日〕
【時　間】（10:00 ～ 15:00）

※受付は当日8:30 ～（先着8名）となります。（電話
予約のみ）

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】2月11日㈬、25日㈬〔第2・第4水曜日〕
【時　間】9:00 ～ 11:30

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会　場】相良事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

福祉総合相談・ボランティア相談

ご寄付 善意のご寄付をいただきありがとうございました。

・匿名 様 10,000円
・匿名 様 10,164円
・JAハイナン南地区女性部 様
・JAハイナン榛原地区青壮年部 様

・JAハイナン榛原地区女性部 様
・博物館めぐり参加者一同 様
・大沢区 様 30,135円
・相良牧之原区 様 32,047円

・相良保育園 様 13,705円
・相良中学校 様 3,097円
・波津第４ブロック大原公民館 様 15,000円
・退職公務員連盟 様 タオル132枚・壁かけ２枚

・小糸製作所労働組合相良支部 様 16,066円
・JAハイナン南榛原地区女性部 様 お手玉２箱（56個）
・株式会社エンチョー相良店 様 球根1,500球
・明るい社会づくり運動牧之原市相良地区協議会 様 27,230円

・明るい社会づくり運動牧之原市榛原地区協議会 様 190,834円
・中部電力浜岡原子力総合事務所安全衛生推進協議会 様 87,958円
・全矢崎労働組合榛原支部 様 102,880円
・矢崎部品㈱ものづくりセンター 様 180,000円

　12月に相良地区、榛原地区にてふれあい食事会を開催しました。今回は生きがいデイあしたか、ぶどうの木の職
員の方を招いて、楽しいレクリエーションを行いました。頭や体を動かした後は、あたたかい食事を談笑しながら頂
きました。
　その後消費者協会の皆さんによる悪徳商法についてのお話や訪問販売による布団の押し売りの寸劇を披露していた
だき、皆さん被害にあわないよう真剣に聞いていました。寒い季節の中、大勢の参加があり参加者同士とても深く楽
しく交流ができました。

のびのび子育て
井戸端会議

教育支援資金お貸しします

第４回　介護者のつどい
「レンタル福祉用具の衛生面を学ぼう」

【日　時】２月３日（火）
 10:00 ～ 11:30

【会　場】い～ら
【内　容】豆まき
【申込み・問合せ】
　相良事務所　☎52-3500
※１月28日（水）までに申

込み下さい

●就学支度費
【対象世帯】低所得世帯
【貸付限度】50万円以内
【受付期間】随時受付（支払い済みの場合は対象外）
【貸付対象】高校、高専、短大、大学及び専修学校の入

学時に必要となる経費（制服、教科書、通
学用自転車等）や寮に入所するための費用

（学校の寮のみ）等
 ※学校指定のアパート、引っ越し費用は対象外

【問 合 せ】相良事務所　☎52-3500

●教育支援費
【対象世帯】低所得世帯
【貸付限度】3.5万円～ 6.5万円／ 1 ヵ月（高校～大学ま

で教育課程により設定あり）
【受付期間】随時受付（支払い済みの場合は対象外）
【貸付対象】高校、高専、短大、大学及び専修学校の授

業料や学校の寮費（学校の寮のみ）等
 ※学校指定のアパート、生活費は対象外

　学校入学時に必要となる入学金等の費用や、入学後の授業料等をお貸しします。
※他制度が優先されますので、事前に他制度（県の教育奨学金や国の教育ローン等）へ照会をしてください。

　使用後の福祉用具の洗浄・消毒・メンテナンスを見学して学び、みんなで食事を
してリフレッシュしましょう。

【日　時】平成27年３月７日（土）9:00～14:00
【場　所】ヤマシタコーポレーション静岡衛生管理センター (焼津市)
【対象者】牧之原市在住で、在宅で介護されている方。また、これまで介護を経験

された方、将来的な介護に不安を感じている方。
【定　員】20名（定員になり次第締切り）
【参加費】500円（食事代込）
【申込み】地域包括支援センターさがら　　☎53-1900（大石美・大石将）
 地域包括支援センターオリーブ　☎22-8822（筒井・大石）

〒421-0524　牧之原市須々木140番地
（牧之原市相良総合センターい～ら内）
☎0548-52-3500　FAX0548-52-5585
E-mail:csw-sagar@po2.across.or.jp

〒421-0422　牧之原市静波172番地1
（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）
☎0548-22-5187　FAX0548-24-1166
E-mail:csw-haiba@po2.across.or.jp

③ 相良デイサービスセンター …… ☎ 52-5553
④ 地域包括支援センターさがら … ☎ 53-1900
⑤ 相良ホームヘルプサービス事業所 ☎ 53-2212
⑥ 相良居宅介護支援事業所 ……… ☎ 87-2327
⑦ 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑧ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

⑨ デイサービスセンターうたり … ☎ 22-4419
⑩ 榛原ホームヘルプサービス事業所 ☎ 24-1165
⑪ 榛 原 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ……… ☎ 22-6520

① 相良事務所 ② 榛原事務所

ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp

みんなで１日楽しく過ごしました



【榛原地区】 
ハイナン農協、株式会社ハイナン、㈲平松クリーニング、㈲寺田燃料、㈱大阪屋
薬局、伸和産業㈱、㈱大洋電設、㈲榛原衛生社、㈱京王商事、東海タクシー、島
田信用金庫榛原支店、㈲小林電気、榛原地区学生協、合芙蓉、釘ケ浦建設㈱、㈱
スルガ銀行榛原支店、㈱ブンテン、 泰善寺、㈲内藤新聞店、大石電機、㈱榛南
製作所、㈲平和産業、㈲二葉測量設計事務所、㈱山吉、大幸商事㈱、㈲静波金型、
㈲マスダ、㈱コーエイ榛原営業所、㈱好葉園、田村俊雄司法書士事務所、牧之原
市観光協会、金剛パーカーライジング㈲、㈲共同印刷、㈲加藤燃料商会、㈱シン
ドウ商店、はまゆう、静波リゾート開発㈱、㈲内藤印刷、㈱ジャックオーシャン
スポーツ、㈲山万茶業、榛原茶商工業協同組合、㈱製茶問屋片桐、㈱静良、㈲酒
市場木村屋、㈲畑オート、㈱川崎建設、㈲寺田設備、はちぼし、イケダ保険サー
ビス㈲、㈱木下製材所、榛原自家用自動車協会、㈱加藤組、㈱カネ子住宅、㈱池
田プロパン商会、㈲東洋商事、青木工務店、ミサキ電子工業㈱、アイ・アンド・
エム井上、尾崎石油、セイケン資材㈱、㈱常楽園、増井製茶㈱、増井建設㈱、大
石織布㈲、㈲榛原クリーンサービス、㈲山本水道工業、㈲プロスペア、 法光寺、
㈱木村組、㈲粂田建設、榛南自動車学校、曽根建工㈱、㈱フォルテ静岡、㈲杉山
繃帯、誠心保険㈲、山村化学、隆翔精工、㈲杉山水産、西谷プラスチック化工、
ヘアーサロンボンズ、㈱カツマタ自動車販売、㈱タキ電装、安間石材店㈲、㈲鈴
木テープ、㈱トライツナプロダクト、川崎運送㈱静岡物流センター、榛南建材㈱、
マツヤデンキカワムラ榛原店、㈲山田機工、月星商事㈱静岡支店、㈱松浦組、榛
原工機㈱、㈱粂田商店、大豊物流㈱、税理士法人知久会計、飯塚税理士事務所、
貫工業㈱、佐藤寛事務所、イイダ茶業株式会社、㈱ハイナンゴルフセンター、焼

津信用金庫　榛原支店、本橋金属工業㈱、㈱アライ、㈱柴田自動車、㈲上村電気
工事、㈲池田建材、㈲山本石材店、㈱西田金物店、㈱小林工務所、㈱大石綜合事
務所、共立産業㈱榛原工場、円成寺、スーパーカネハチ榛原店、㈱カトウ、㈲ス
ズキ工業、新井新聞店、西谷製茶、㈱川村翆香園、㈱エノテック、㈱佐藤自動車、
㈲柴本製茶、㈲相友自動車販売、藤浦工業㈱、モナテック、仁田特産農業協同組合、
㈱友藤製作所、富士庄茶農協、デイリー製茶農業協同組合、㈲鈴木樹脂、㈲大杉組、
㈱東亜建設、㈱野村商店、㈱グリーンアイランド、株式会社榛南自動車、双葉園㈱、
㈲ハイナンサミットルーフ、勝間田菱中茶農協協同組合、㈱ダイシン、キョクヨー
シグマ㈱、㈲山本耕業、㈱SAWADA、㈱内藤園、㈲オクトパス産商、㈱渡辺産
業　牧之原物流センター、山本電機㈱、富士勝茶農業協同組合、ダイサン生コン
クリート工業㈱、中部精工㈱、勝間田丸協茶農協、エコグリーン勝間田、㈲木下組、
中田産業㈲、丸三茶協同組合、日機装㈱静岡製作所、新成化成㈱、YSK焼津水
産化学工業㈱、㈲三誠工業、エルム食品㈱、㈲浅井商店、㈱高柳製茶、静岡ペナ
ント社、大久保茶農協、牧南茶農協、㈱フクダ、丸拓茶農協、矢崎部品㈱ものづ
くりセンター、㈱荒畑園、㈱牧之原電気、三栄化工㈲、㈱タカヤナギ、三協ハウ
ジング㈱、㈲東宅、㈲原田工業、東洋精機㈱、㈱松下製茶機械、㈲おちあい製作
所、うぐいす電設、㈲柳原、富士坂製茶農業協同組合、小糸製作所榛原工場、伊
藤園産業㈱、㈲大石建材、御前崎削節株式会社、坂三坂部茶農業協同組合、第一
化成㈱、㈲神﨑運送、富士産業㈱、日本曹達㈱榛原フィールドリサーチセンター、
富士電装㈱、㈱タングラム、大三工業㈱、農事組合法人さかぐち、愛工業㈱、㈱
杉山商事、日本コルマー株式会社

〔敬称略　順不同〕

【相良地区】
㈱伊東フーヅ、おしゃれの店㈱、小野田機械店㈱、カルチャープラント㈲、久保
損害保険事務所㈲、栗山石油、相良燃料㈱、竹内鉄工㈱、㈲寺尾電器店、㈱東遠
浄化槽管理センター、㈲今村商店、近江産業㈱、㈲扇子家、相良自動車修理㈱、
四ノ宮自動車工業㈱、㈲杉山ガラス店、㈲藤田海産物、山本建材㈱、KOマート
相良店、相良物産㈱、相良タイヤサービス㈲、㈱三陽、双和プラスチックス工業㈱、
相良建材㈱、イトウシャディ㈱、沢入電気㈱、ささ屋㈲、㈱みつぼし、松下新聞
店、四ノ宮印章、㈱アキノ、㈱八木康、㈱名波伝十商店、牧之原市商工会、ヤマ
仁魚庄㈲、㈱いとう時計店、川田歯科医院、静央開発㈱、㈱栗山商店、㈱榛南水道、
㈱マルユウトラベル、島田信用金庫相良支店、丸豊㈱、山本歯科医院、不二設備、
静和事務機㈱、スルガ銀行相良支店、土屋商店、㈱インペリアルこめや、マツヤ
デンキ相良店、㈱グランドヴォーグ、四ノ宮土地㈱、㈱スーパーラック、中部日
本トラベル㈱、㈱相船、富士ツバメ㈱、増田工業㈱、㈱三浦石油、㈱トツカ、中
村医院耳鼻咽喉科歯科、大栄ホーム㈱、相良製材㈱、㈱大平薬局、奥山歯科医院、
㈲尾白弁当、㈱カワシマ加工、㈱カワムラ、㈴澤田行平商店、㈱高塚モータース、
㈲名波製茶、㈱ハチマル、増田塗装㈲、㈲万寿田、ヤマ十植田水産㈱、㈱さつき
自動車、㈲サングリーン、㈲ナナミ、㈱名波土建、㈲東環クリーン、株式会社牧
之原いなば園、酒井鉄工所㈱、名波防水、マルカワ川原崎商店、カネジュウ農園、
植一、㈲仁藤農機商会、南榛原開発㈱、杉山製紐㈱、建築工房相良㈱、㈱黒田電機、
㈲ガールズヘアー、㈲のんき、掛川信用金庫相良支店、植田歯科医院、㈲池田屋、
東遠ガス熔材㈱、㈲旅クラブ、㈱彩巧社、㈱プラテック第２工場、㈱タカラエム
シー　フードマーケットマム相良店、㈲オイガックス、㈱スタッフ・アクタガワ、
㈲河原崎モータース、堀口外科医院（相良医師団）、㈲杉山設備、㈲ヤマチョウ、
今村肥料㈱、坂口産業㈱、㈲神谷板金、㈲カミヤ加工、相良建設㈱、㈲竹市左官、
㈱大とく屋、㈱神谷鐡工所、㈲東遠製薬、ワシン産業㈱、㈱TBK、岩堀電設㈱、
㈲大高建築、㈲河村ステンレス工業、静岡三和梱包運輸㈱、静央ハウス㈱、㈱ト
クザ、㈱矢部製作所、㈲スズカケ、㈱住まいるホーム、㈱本杉製作所、㈲大高工
務店、㈱河村バーナー製作所、南駿河湾漁協相良支所、㈲ダックスオート、株式
会社ナガノ、西町運送㈲、㈱花庄屋、㈲ヤマセン、 あかほりクリニック、㈲畑
設備興業、大豊株式会社、㈲川口丸、㈲八太田、㈲アロエランド、㈲ケイ・レディー、

㈲畑肥料店、西中製材㈱、㈲大久保板金工業、㈱大久保建興、㈲太田工業、㈲仁
科建材、㈱第一防災、五大産業㈲、㈲マルダイ海藻、㈱百姓園、㈱小糸製作所相
良工場、三和シャッター工業㈱、中央電工㈲、㈲藤波園、㈱河原崎商事、榑林建
設㈱、利根建築㈲、天保屋、千代田工業、㈲松浦モータース、㈲ホンダハウス鈴木、
増田自動車㈲、㈲グリーンメンテナンス、㈲ナカジマ自動車、大日商会㈱静岡工
場、協和鉄工、静岡ローストシステム、マルサダ製茶㈱、㈲三和化学、㈲YK電気、
㈱丸紅、日本飲料原料㈱、㈱伊藤園、野ヶ本建設㈱、㈱明建、TDK㈱静岡工場、
㈲静岡マグネット、㈲丸勝商店、㈱大和工業、牧之原丸牧茶農業協同組合、㈲ヤ
マス、㈲福田商店、島田信用金庫牧之原支店、㈲イチカワ塗装、㈱笠原産業、㈲
ふくろ茶や、水野建設工業㈱、㈱牧之原製作所、昌栄電機㈱、株式会社ムラマツ、
サンコー精産株式会社、大興金属株式会社、㈱ユウト工業、芝田重機㈲、㈱相良
ドラゴンズクラブ、㈱スズキ納整中日本、㈲榛地製作所、㈱牧南社、東和運輸倉
庫㈱相良支店、東洋製罐株式会社静岡工場、ニュージャパンヨット㈱、日本総食
㈱、スズキ㈱相良工場、㈲石神商会、㈱佐藤工業、㈲S-TEC、㈲グロウブ、㈲
まるととづか、㈲長野建材、㈱プラテック、東萩間味香久園茶農業協同組合、社
団法人東萩間報徳社、ミズノグループ㈱丸倉造園建設、㈱三昇製作所、㈲マルス
ギ杉浦製茶、山は茶農業協同組合、グリンピア牧之原、㈱鈴木商店、㈲ヤマケイ
商店、㈲中村印刷所、㈱榛南綜合家具センター、グリーン歯科、ヤマリ原崎陸平
商店㈱、大石電設㈱、丸ス工業㈱、原口土地㈲、入福㈲、スズヨシ㈲、㈱ロワー
ルマスダ、㈲原崎工務店、小塚建設㈱、㈲S.R.I、㈲丸一水産、㈲西原フルーツ、
斉田商店、㈱大漁苑、㈲日ノ出モータース、㈱うおとも、飛鳥建設㈱、ヤマ二増
田商店㈱、共和建設㈱、㈱藤政自動車、東洋電設㈱、㈲藤丸、NOK㈱静岡事業場、
遠州工機㈱、㈱ミツヤ、㈱山下新聞店、山本産業㈱、マルナカ水産㈲、本目商事㈱、
㈱鈴木土建、㈲マルイチ、㈱サガラ、㈱柴田石油、小杉建設㈱、トシズ㈲、ミク
ニパーテック㈱、㈲エノケン工業、ライフサービス㈱、南遠化工㈱、小栗漁業㈱、
㈱小栗農園、㈲寺田工務店、㈱相良青果市場、ペニーレイン、㈲佐藤菓子店、㈲
でんきのタッチ地頭方、㈱カーメイト松下、㈱ヤマモト、㈲小西薬局、㈱ヤマク、
㈱カネヒロ、原口塗装㈱、㈲旅の館大沢、山本農材㈲

〔敬称略　順不同〕

赤い羽根共同募金（法人募金）にご協力ありがとうございました

牧之原市内  474 法人  1,586,500 円募金額

バイキンきん太をやっつけろ～！
　萩間公民館にてのびのび子育て井戸端会議を行いまし
た。今回は、「子生まれクラブ」「にっこ里サロン」のみな
さんも交えて、茶問屋ショーゴさんによる人形劇を観まし
た。人形劇の前にいろんな楽器を弾きながら歌を歌ったり、
紙芝居を観て気分はノリノリ！みんなで楽しい時間を共有
することができました。

お手玉をいただきました
　市内のサロン活動で使ってくださいと、JAハイナン女
性部どんぐりの会のみなさんから手作りお手玉の寄付をい
ただきました。ひとつひとつ丁寧に縫い上げており、お手
玉遊びの級位認定つきです。サロン活動に限らず、お手玉
を使用されたい方は、ご連絡ください。

　昨年12月、明るい社会づくり運動牧之原市相良・榛原地区協議会の会員が、市内のスーパー等
の店頭をお借りし、街頭募金活動を実施しました。当日は、榛原中学校や相良中学校、相良高等
学校等の生徒の協力もあり、皆様からたくさんの募金をいただくことができました。
　ご協力をいただいたこの募金は、市内の福祉施設や社会福祉協議会に寄付させていただきまし
た。ご協力ありがとうございました。

干支にちなんでのお楽しみ
　勝間田楽らく倶楽部では12月16日、講師として大石治
代さんにお越しいただき、2015年の干支である羊のお飾
りを作成しました。２色の紐で地面、フェルトで草を作っ
たり、絵を書いたりして個性豊かで素敵な作品ができまし
た。みなさん良い新年を迎えられそうです。

年頭のご挨拶

◎募金額　榛原地区 190,834 円　相良地区 202,230 円

　新年あけましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。旧年中は社協に対しまして、多岐にわたりまして暖か
いご支援とご協力を賜りまして心より厚く御礼申し上げます。昨年も広島地方の
土砂災害をはじめ多くの天災、人災が発生いたしました。被害に遭われました方々
には心よりお見舞いを申し上げまして、一日も早い復興を願っております。

　今年こそ無事平穏に過ごせる羊年となります様に願いたいと思います。本年も牧之原市
社会福祉協議会では社会福祉の向上に職員一同皆様方に多大なるご尽力とご協力を賜りま
して精進をして参る所存でございます。皆様方におかれましては一番身近なご近所福祉、
並びに地域福祉の向上にお力添えを頂きます様に幾重にもお願いを致します。皆様方のご
健勝とご多幸を心よりご祈念を申し上げます。　牧之原市社会福祉協議会　会長　鈴木 保

歳末街頭募金活動のお礼


