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ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）
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マッキーちゃん

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

経済的な困りごとを抱えた方の生活の立て直しをはか
るための相談窓口です。

生活困窮者相談窓口

【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）
【期　日】5月7日㈭、20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）
【期　日】5月13日㈬、27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
【期　日】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

赤い羽根共同募金助成申請のご案内

「車椅子」をありがとう。 のびのび子育て井戸端会議がはじまりま～す。

牧之原市追悼式及び慰霊大祭をとり行います。

平成27年度　手話奉仕員養成講座入門編募集
【対　　象】
　・地域や社会の暮らしを良くするための事業
　・福祉施設の利用者やサービスを受ける人の生活

や処遇の向上のための事業
　・地域の安心・安全の暮らしを住民と共につくる

活動に対する事業
【申込期限】
　地域福祉活動支援事業　平成27年４月１日～５月15日
　福祉施設機器整備事業　平成27年４月１日～５月15日
　地域ふれあい支え合い助成事業　平成27年６月１日～７月24日

【申込詳細】
　牧之原市社会福祉協議会にご連絡いただくか、静

岡県共同募金会のホームページをご覧下さい。
【申　込　先】
　相良事務所（☎52-3500）

【日　時】平成27年6月9日㈫～10月27日㈫
講座実施曜日：火曜日（19:00 ～）、土曜日（13:00 ～）
開催日時の詳細につきましては、社会福祉課まで
お問い合わせ下さい。

【会　場】牧之原市榛原文化センター、吉田町健康福祉セン
ターはぁとふる

【対　象】・高校生以上の方
　　　　　・牧之原市、吉田町に在住している方
　　　　　・牧之原市、吉田町に通勤・通学している方

【内　容】手話通訳の初心者向けの講座です。気軽にご参加下
さい。（手話通訳とは、聴覚障がい者又は音声・言
語障がいに対して、手を使いコミュニケーションを
とります。）

【参加費】3,240円　　【定　員】10名　【締　切】5月15日㈮
【申込み・問合せ】牧之原市役所

社会福祉課 障害者支援係
　　　（☎23-0072 FAX23-0099）

〒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

　子生まれクラブにおじゃましました。
　新しくなった公民館で初めてのサロン活動…。参加者の方は少しかしこまった様子でしたが時間
が経つにつれ、あれよ、あれよの大騒ぎ！男性参加者も一緒に、うた合戦やすき焼きじゃんけんで
盛り上がり、新しい公民館に大きな笑い声が響き渡りました。
　子生まれクラブは区会や民生委員、ボランティアの協力により毎月１回実施しています。

ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）

・有限会社東環クリーン
・相良物産株式会社
・牧南茶農業協同組合
・株式会社神谷鐵工所

・遠州工機株式会社
・TDK株式会社静岡工場
・株式会社ブンテン
・中部日本トラベル株式会社

・有限会社相良タイヤサービス
・ミクニパーテック株式会社

賛助会費にご協力ありがとうございました。 順不同、敬称略。
今月号に掲載できなかった企業につきましては、次号以降に掲載させていただきます。

西萩間公民館が新設されました！

指体操は難しいよ！

昔々、浦島が～♪

　３月19日、相良小学校にて、相良デイサービスセンターへ
１台の車椅子が贈られました。この車椅子は、相良小学校の子
どもたちと地域の皆さんが一年間アルミ缶を集めたお金で購入
したものです。
　子どもたちの「皆さんの役にたちたい」という思いが込めら
れています。
　相良デイサービスセンターを代表
として、原口義一さんが「みんなの
思いのこもった車椅子、大切に使わ
せていただきます。いつでも、遊び
にきてください。」と感謝の言葉を
述べられました。

【日　時】５月12日㈫　10：30 ～
【会　場】相良総合センターい～ら
【問合せ】相良事務所(☎52-3500)

追悼式及び慰霊大祭を神式にて挙行いたします。御霊の
安らかなご冥福を共にお祈りするようご参集いただきま
すようお知らせいたします。

【日　時】５月19日㈫　13：30 ～ 15：00
【会　場】相良総合センターい～ら
【問合せ】相良事務所(☎52-3500)

～車椅子１台は、アルミ缶５０８キロ分～



①会費 4,619
②寄附金 1,759
③経常経費補助金 57,759
④受託金 92,479
⑤貸付事業 1,704
⑥事業 2,117
⑦負担金 404
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⑧介護保険事業 274,811
⑨障害福祉サービス等事業 27,907
⑩受取利息配当金 93
⑪その他 7,671
⑫拠点区分間繰入金 38,390
⑬サービス区分間繰入金 14,519
⑭前期末支払資金残高 38,691

収入合計　562,923 千円

❶人件費 345,679
❷事業費 74,588
❸事務費 32,757
❹利用者負担軽減額 198
❺貸付事業 2,250
❻助成金 9,922

❼負担金 1,260
❽固定資産取得 2,984
❾拠点区分間繰入金 38,390
サーヒス区分間繰入金 14,519
その他 11,697
予備費 6,636

支出合計　540,880 千円

収　入支　出 （単位：千円） （単位：千円）

牧之原市社会福祉協議会事業計画平成
27年度

　私たちの牧之原市が、「ふれあいを大切にした 生涯安心して暮らすことのできるまち」となるように、
私たちは一層地域福祉活動を推進することを誓い、次の重点項目を推進します。

①相談窓口の充実
　事業名：心配ごと相談、法律相談、福祉総合相談、介護相談、職員研修、広報活

動、結婚相談（ラッキーパーティー）、地域包括支援事業、障害者生活
支援事業 等

②災害時要援護者（避難行動要支援者）対策の充実
　事業名：災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練（職員及び災害ボランティア

コーディネーター）、県主催図上訓練参加、平日昼間の避難訓練、福祉
救援ボランティア講座 等

③福祉の担い手の確保・活動の充実
　事業名：小学生ボランティア講座、サマーショートボランティア、高校生福祉講

座、レクリエーション講座、サロン協力員講習会 等

④各種福祉サービスの利用支援
　事業名：介護者のつどい、介護予防教室、介護者リフレッシュ事業、生きがい促

進事業（活き活き塾）、生きがいデイサービス事業（あしたか）等

①市民参加型の小地域福祉活動の推進・支援
　事業名 ： 地区社協連絡会、地区代表者連絡会の開催、地区懇談会（ニーズ調査等）

開催、福祉施設交流会、ふれあい広場 等

②生活困窮者世帯等への支援ネットワーク体制の強化
　事業名 ： 県生活福祉資金貸付事業、市福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、

成年後見事業 等

③地域包括ケアシステムの推進と福祉の連携と協働の強化

①居宅介護支援事業
②介護予防支援事業
③訪問介護事業
④介護予防訪問介護事業
⑤通所介護事業
⑥介護予防通所介護事業
⑦低所得者に対する利用料の減免措置の実施

⑧介護サービス事業所連絡会へ
の参加

⑨ケアマネ連絡会への参加
⑩主任ケアマネ連絡会への参加
⑪地域密着型サービスの実施
⑫民生委員児童委員との交流会
⑬薬局との交流会

　事業名：安否確認事業（見守り支援ネットワーク）、給食サービス、地域ケア会議への参加 等

④社会福祉協議会への活動支援・組織強化
　事業名：地域福祉活動計画ダイジェスト版配布事業、マスコットPR事業、ふくしだよりの発行、職員研修 等

⑤情報提供の充実
　事業名：ふくしだよりの発行、ボランティア情報紙の発行、サロン通信の発行、ホームページの活用 等

⑥生活環境の整備の充実
　事業名：日常介護用具総合貸与事業、施設入浴サービス事業（重度身体障がい者・知的障がい者等）、移動支援事業、

障がい福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、生活介護）、機能訓練事業、福祉
車輛貸与事業、通園費補助事業、ふれあい食事会、給食サービス、おせちセット配布事業、歳末慰問金贈呈事
業 等

⑦次世代への支援の充実
　事業名：子育て支援冊子の改定、のびのび子育て井戸端会議、サロン活動とのびのび子育て井戸端会議の合同事業 等

①地域や学校における福祉教育の推進
　事業名：福祉教育学校連絡会、各小中高校福祉教育の協力、小学生福祉講座、サマーショートボランティア、高校生福

祉講座、福祉教育ハンドブックの改定、みんなの描く福祉作品コンクール 等

②ボランティア・地域活動等の参加促進
　事業名：地区懇談会（ニーズ調査等）、ホームページの活用、ボランティア講座、

ボランティア情報紙の発行、エコキャップ運動、ちょこっとボラ推進事
業、ふれあい運動会 等

③地域資源の確保・活動推進
　事業名：地区代表者連絡会、地域予防事業、地域福祉活動補助金、地区社協新規

事業助成、サロン事業の支援 等

〔１〕安心して暮らすことができるまちづくり

〔３〕助け合い・支え合いの仕組みづくり

〔４〕介護保険事業

平成27年度　一般会計予算表

〔２〕活動の輪を広げるまちづくり

▶実施事業

地域で「お弁当」つくりませんか？

　牧之原市ボランティア連絡会では、月２回地域のひとり暮らし高齢者のみなさんにお弁当をつ
くっています。栄養に考慮した献立もみんなと楽しく考えています。料理が好きな方、楽しく活
動をしたい方、大歓迎です。
　日々の活動の中、お料理の盛り付けのヒントや段取りの工夫等が勉強になり、家庭の献立にも
役立てています。調理ボランティアに興味がある方、月１回でもご協力いただける方、

参加をお待ちしております。
【日　時】毎月第２・４木曜日　8:15 ～ 12:00（8・9月は除く）
【会　場】相良保健センター（相良275）
【対　象】どなたでも大歓迎です
【問合せ】相良事務所（☎52-3500）

料理が
好きな方、
勉強したい方、
大募集！

相良地区

たくさん友達を誘って
大勢の参加
お待ちしております。


