
牧之原 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

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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（牧之原市相良総合センターい〜ら内）
☎0548-52-3500　FAX0548-52-5585
E-mail:houjin@makinohara-shakyo.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

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
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http://www.makinohara-shakyo.jp

最新情報更新中

相　　　談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】4月4日㈬、18日㈬、5月2日㈬、16日㈬
【時　間】10:00 ～ 15:00
※当日8:30より電話予約を先着８名様まで受け付けて
おります。

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】4月11日㈬、25日㈬、5月9日㈬、23日㈬、30日㈬
【時　間】9:00 ～ 11:30
※事前予約を受け付けております。詳しくはお問い合
わせ下さい。

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

お　知　ら　せ
問合せ・申込み　相良事務所　☎ 52-3500

“ちょっくら処
どころ

 ～ しずなみ” オープンします！
　いつ来ていつ帰っても良い、何をして過ごしても良いし何もしなくても良い、そんなみん
なの“居場所”として始めます。
　お家でお一人で過ごされている方、話し相手の欲しい方、散歩ついでに寄られる方、近く
に来たからついでにという方、そんな皆さんをお待ちしています。みんなで楽しい時間を過
ごしましょう。　

【開催日】平成30年４月19日（木）から毎週木曜日　　【時　間】９時30分〜11時30分
【会　場】榛原庁舎 西館
【対象者】高齢者や子育て中のお母さんなど来たい方であれば誰でも　【利用料】無料

　平成30年４月からデイサービ
スセンターうたりが移転し、新
たな名称「社協 陽だまり」とし
て再スタートします。
　新施設には、地域の方の憩い
の場所として足湯を設けたり、
介護予防のための機能訓練機器
などを整えています。
　また、２階では、榛原ホーム
ヘルプサービス事業所と社協ケ
アプランセンター（相良居宅介
護支援事業所と榛原居宅介護支
援事業所が統合）の２つの事業
所が入ります。

学生協

榛原高校

グラウンド

ふくすけ

ブンテン

佐故医院

牧之原市役所
榛原庁舎

学生協
２階
★榛原ヘルプ
★ケアプラン
　センター

１階
★陽だまり

平成30年 ４月からオープン

　平成30年４月からデイサービ

社協「陽だまり」完成しました。

◦矢崎部品㈱ものづくりセンター 様　150,000円　　◦全矢崎労働組合榛原支部 様　163,339円
◦小糸製作所労働組合（相良地区） 様　18,466円、書き損じハガキ　　◦米持貴弘 様　300,000円
◦匿名　30,000円　　◦新庄女性の会 様　寄付金　　◦波津第４ブロック 様　5,000円
◦片浜大磯３組 様　3,906円　　◦匿名　自転車、食品　　◦平田一喜 様　洗濯機
◦松本吉彦 様　テレホンカード　　◦匿名　6,347円　　◦舞踊あざみ会 様　10,401円
◦小糸製作所労働組合（榛原地区） 様　寄付金　　◦川崎小学校 様　5,000円　　◦はづき会 様　食品

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（H30.2.21 現在）ご寄付

◦㈱常楽園

赤い羽根共同募金（法人募金） 追加お礼 ( 敬称略 )

　皆様のご協力で77㎏もの食糧品が集まりま 
した。生活困窮者の方々への支援物資として
活用させてい
ただきます。

　平成17年３月25日に飯田きのゑさん・辰夫さんよりご寄付
を頂いた福祉車両を、経年劣化により平成30年２月５日付で
廃車とさせていただきま
した。10年以上の長きに
わたり、日常的に車椅子を
使用している、または車へ
の移乗が困難などの理由で
福祉車両を必要とする方の
足として活躍してくれまし
た！本当にありがとうござ
いました!!

長い間、ありがとうございました!!フードドライブへの
ご協力ありがとうございました。

〒421-0422　牧之原市静波479番地2
２階 【榛原ホームヘルプサービス事業所】
　　 TEL 0548（24）1165　FAX 0548（22）6529
　　 【社協 ケアプランセンター】
　　 TEL 0548（22）6520　FAX 0548（22）6529

１階 【社協 陽だまり】
　　 TEL 0548（22）4419　FAX 0548（22）4637



泰善寺、㈱大阪屋薬局、㈲ささ屋、ニュージャパンヨット㈱、相
良建設㈱、㈱ヤマモト、㈲山万茶業、東洋製罐㈱静岡工場、大
洋電設㈱、榑林建設㈱、㈲オイガックス、本目商事㈱、榛原自
家用自動車協会、カツマタ自動車販売㈱、㈱笠原産業、㈱門
田電話工業所、㈱加藤組、㈱榛南綜合家具センター、岩堀電
設㈱、共和建設㈱、丸ス工業㈱、㈱内藤園、㈱大平薬局、マ
ツヤデンキカワムラ榛原店、飛鳥建設㈱、㈲原崎工務店、㈱相
良青果市場、曽根建工㈱、㈲寺田設備、㈱ハチマル、㈲寺田
燃料、㈲河原崎モータース、藤浦工業㈱、㈲東環クリーン、㈱
名波土建、㈱木村組、㈱三浦石油、㈲トシズ、㈱小栗農園、静
岡三和梱包運輸㈱、㈱第一防災、㈱百姓園、㈱川崎建設、カ
ネジュウ農園㈱、㈱小糸製作所相良工場、掛川信用金庫相良
支店、釘ヶ浦建設㈱、相良自動車修理㈱、芝田重機㈲、㈱プラテッ
ク、㈱ＳＡＷＡＤＡ、原口塗装㈱、㈱大日商会静岡工場、今村

肥料㈱、坂三坂部茶農業共同組合、㈱エノテック、㈱カワムラ、
㈲二葉測量設計事務所、㈱佐藤自動車、ＴＤＫ㈱静岡工場、㈲
カミヤ加工、㈲山下オート商会、㈲土屋商店、㈱明建、田村司
法書士事務所、相良物産㈱、㈱伊東フーヅ、遠州工機㈱、㈱
山下新聞店、㈲スズカケ、㈲三和化学、日機装㈱技術開発研
究所、㈱相良燃料、ミクニパーテック㈱、農事組合法人さかぐ
ち、㈱伊藤園静岡相良工場、島田信用金庫相良支店、㈱シン
ドウ商店、㈱相良ドラゴンズクラブ、㈱ブンテン、㈱スーパーラッ
ク、(資)矢部商店、近江産業㈱、富士ツバメ㈱、東遠ガス熔材
㈱、㈱河村バーナー製作所、月星商事㈱静岡支店、㈱アライ、
㈱丸紅、スルガ銀行㈱相良支店、ライフサービス㈱、増田工業
㈱、㈱まるまき、㈱うおとも、㈱本杉製作所、農事組合法人エ
コグリーン勝間田、中田産業㈲、サンコー精産㈱、㈱ハラダ製
茶農園、㈱みつぼし、㈱渡辺産業、栗山石油店、㈱高塚モーター

ス、㈱マルユウトラベル、富士勝茶農業協同組合、㈱神谷鐵工所、
(公財)星いきいき社会福祉財団、山本電機㈱、㈱静良、静波リ
ゾート開発㈱、㈱野村商店、静和事務機㈱、日本中部トラベル㈱、
㈲内藤新聞店、本橋金属㈱、㈱ひまわり保険企画、㈱いなば
園、㈲ヤマス、㈱彩巧社、勝間田開拓茶業共同組合、㈲ダック
スオート、㈲旅クラブ、㈱杉山商事静岡営業所、曹洞宗円成寺、
㈱矢部製作所、大豊㈱、㈲アイエル、四ノ宮自動車工業㈱、㈱
ＳＢＳ情報システム、ワシン産業㈱、㈱京王商事、植田左官工業、
㈱栗山商店、㈱ヤマク、相良建材㈱、㈱おしゃれの店、㈱カワ
シマ加工、小塚建設㈱、㈲榛原衛生社、㈱東遠浄化槽管理セ
ンター、㈱はなここ、榛南建材㈱、第一化成㈱、㈲内藤印刷、
イトウシャディ㈱、㈱サイサン、㈲静波オート

※順不同・敬称略

　各地区のふれあい･いきいきサロン活動で
製作された様々な作品が出展されました。来
場者の方々は、ひとつひとつの作品に足をと
め、趣向を凝らした個性溢れる素晴らしい活
動の様子に関心されている様子でした。

賛助会費にご協力いただきありがとうございました。
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。

（順不同・敬称略）（順不同・敬称略）

民生委員児童委員（2名）
本多　道子　　寺田　信義

社会福祉事業団体（5名）
学校法人昭英学園
榛原ふたば幼稚園 

池田　勝代　　大石　一尋
大石美枝子　　池ヶ谷義昭

榛南断酒会
粂田　和代

社会福祉施設（19名）
社会福祉法人一羊会つくしの家

大石　智子　　横山　睦季
村松　ゆり　　田形　美穂

社会福祉法人一羊会つくしホーム
櫻井麻里子

牧之原市こづつみ作業所
寺田　美加　岩堀　愛子

賛育会　相良清風園
鈴木多世子　　中村　由佳
増田こずえ　　村　　多恵
横山　桃子　　田中　香奈
大石　真央　　黒田　梅香
赤堀　広樹　　増田　健太
鈴木　康通　　　　　　　

社会福祉法人　相燦会
古川　治代

社会福祉協議会役職員（8名）
鈴木　一行　　鈴木　敏子
堀池　　勇　　今野　朝子
岩瀬　正宣　　大井比呂美
海老岡和子　　寺田　晴美

地域での社会福祉活動（３団体３名）
川崎区貯筋体操教室
仁田サロンひまわり

憩の家みち
大石　美春　　内藤　詩子
白鳥　英子　　　　　　　

ボランティア活動（４名）
加藤　初孔　　杉林　宣子
小泉　博生　　田平　陽子

社会福祉事業の増進に積極的に
支援協力された方、または団体

（5団体１名）
中部電力浜岡原子力発電所　　
総合事務所安全衛生推進協議会

スズキ㈱相良工場  
全矢崎労働組合榛原支部 

矢崎部品㈱ものづくりセンター
榛南ライオンズクラブ

米持　貴弘

　２月17日、相良総合センター「い～ら」にて、牧
之原市社会福祉大会を開催しました。当日は、就労
継続支援事業所の販売や福祉教育の報告、ふれあい・
いきいきサロンの作品展も有り、大勢の皆様にご参
加していただき、盛大に開催することができまし
た。第一部では、社会福祉功労者に対し、社協・水
野会長から表彰状・感謝状の贈呈を致しました。受

賞されたみなさまおめでとうございます。第二部で
は、毎日新聞社論説委員野澤和弘氏による基調講演
が行われ、「我が事・丸ごと」の地域共生社会の地
域づくりに向けて、今後牧之原市でも、小学校区の
ような身近な地域で生活課題を発見し解決する体制
を、地域のみなさんと一緒に作っていくことが大切
だと改めて感じました。



　みなさんが、これからも住み慣れた牧之原市で安心した生活を送ることができるよう「ちょっとした日常
生活の困りごと」への支援を行う、平成30年度前期らいふサポーター養成講座を開催します。　
　支援をする際の注意点や介護予防についての基礎知識・技術を学びながら、お仲間づくりをしませんか。

こんな活動をしたい方に
おススメ！

地域での集いの
場所づくり

地域での集いの
場の充実

レクリエーション
提供ボランティア

グループサポーター
こんな活動をしたい方に

おススメ！

高齢者の
お宅への

買い物や掃除等
の訪問支援

近所の方への
見守り活動

お宅サポーター
グループサポーター お宅サポーター 共通

５月１５日（火）　１３：３０～１５：３０
牧之原市のこと、高齢者のことを知ろう!!

・牧之原市の高齢者の現状や特徴

第１回

５月２２日（火）　１３：３０～１５：３０
みんなで考えよう！私がして欲しいこと、私ができること

・支え合いゲーム他

第２回

５月２９日（火）　１３：３０～１５：３０
介護予防と簡単な介護

・食事の大切さについて　・心身の状況や疾病について　・実技

第３回

６月１９日（火）　１３：３０～１５：３０
 地域の集いの場での生きがいづくり！
・講義及び実技：集団レクリエーションの大切さ

第6回

７月３日（火）　１３：３０～１５：３０
 エンジョイ！レクリエーション体験 
・次回のことをみんなでいろいろ相談しよう！

第7回

７月１７日（火）　９：００～１２：００
チャレンジ!みんなでやってみよう!（実践）

・レクリエーションの実践

第8回

６月２６日（火）　１３：３０～１５：３０
高齢者宅での高齢者支援活動について
・ 傾聴の大切さについて　・ 訪問時での注意点

第6回

７月１０日（火）　１３：３０～１５：３０
訪問のコツ！みつけよう
・次回に向けてのグループワーク

第7回

７月２４日（火）　９：００～１２：００
チャレンジ！お宅訪問！（実践）

・高齢者宅へのお宅訪問

第8回

6月５日（火）　１３：３０～１５：３０
知って納得！高齢者との接し方

・認知症について　・集団や個人でのコミュニケーション方法

第４回

６月１２日（火）　１３：３０～１５：３０
　　　高齢者の対応に伴うリスク管理について

・事故への対応や犯罪被害対策　・個人情報について

第５回

グループサポーター お宅サポーター 共通
７月３１日（火）　１３：３０～１５：３０

今後の活動について
・個人やグループでのボランティア…あなたの“やってみたい!”“やれるかな”を応援します

第９回

グ
ル
ー
プ
サ
ポ
ー
タ
ー

お
宅
サ
ポ
ー
タ
ー

【会　　　　場】　健康福祉センターさざんか（H30後期は総合センターい～らで開催予定）
【対　　　　象】　らいふサポーターとして活動する意欲のある方！
【受 　 講 　 料】　各講座1回 ３００円　　【定　　　　員】　両講座15名ずつ
【受講者の決定】　先着順（開講１週間前までに受講決定通知書をお送りします）
【募  集  期  間】　平成30年4月2日（月）～５月７日（月）
【講  座  修  了】　講座修了者にサポーター修了証を交付します

申し込みは裏面へ！→

【お申し込み・お問い合せ】
牧之原市社会福祉協議会  担当　加藤・横山・長野

相良事務所　ＴＥＬ ５２－３５００
　　　　　　　ＦＡＸ ５２－５５８５

 H29後期養成講座も元気いっぱい！ 笑顔いっぱい！修了しました。

年　代

講座希望　※複数可

現在の地域活動 1　活動していない　　2　個人でボランティア活動をしている　　3　団体に所属して活動している　　　

1　グループサポーター養成講座　　　　2　お宅サポーター養成講座

代 性　別

氏　名

牧之原市社会福祉協議会 行き

住　所
〒   
牧之原市

ＴＥＬ男　・　女 ＦＡＸ

少子高齢化が進む牧之原でいつまでも安心して暮らすために･･･
私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！

牧之原市社会福祉協議会 行き牧之原市社会福祉協議会 行き牧之原市社会福祉協議会 行き牧之原市社会福祉協議会 行き

私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！私が私らしく生きるために、いまできることをチャレンジしよう！

輝け！未来の自分!

H30前期養成講座

参加者募集中!
FAX 0548-52-5585

★受講されたお仲間で★




