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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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相　　　談

　サロン活動で実践できるような内容を学びながら、ボランティア同士の交流を
深めていくことを目的とした“サロン･サロン♪”を11月、12月に開催しました。
講話を聞いたり、体を動かしたり、笑ったりと“自分のために！ 自
分の住む地域の高齢者のために!”充実した時間を過ごしました。
　市内には公民館などを利用して、ボランティアの方々が『高
齢者が気軽に集まる場所』を開いてくれています。あなたも、
ちょっとのぞきに行きませんか？

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】2月6日㈬、20日㈬、3月6日㈬、20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】2月13日㈬、27日㈬、3月13日㈬、27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）

福祉巡回車輌寄贈

◦大原公民館 様　5,000円

◦波津第１ブロック 様　11,110円　

◦牧之原区（相良）様　寄附金

◦赤十字奉仕団相良分団 様　10,000円

　日用品（タオル、シーツ、洗剤、石鹸等）

◦豊岡区会　様　33,830円

◦大沢区 様　25,160円　　

◦相良保育園園児・職員 様 　14,630円

◦明るい社会づくり運動榛原地区協議会 様　211,406円

◦ユニー㈱ピアゴ榛原店 様　寄贈品

◦中山きく 様　オセロゲーム

　11月18日に富士山静岡空港を会場に、街頭募
金運動を実施しました。当日は、市内の小学校の
親子４組が参加。みんな大きな声で募金協力を呼
びかけてくれました。

　12月14日に一般社団法人生命保険協会静岡県協会（会長 近藤 弘）
様より、福祉巡回車輌を寄贈していただきました。
　寄贈していただきました車輌は、訪問介護事業で活用させていただ
きます。

◦匿名 様　炊飯器　　◦匿名 様　麻雀パイ

◦静岡県退職公務員連盟榛原支部地頭方地区 様　タオル等

◦鈴木静子 様　食品

◦矢崎部品㈱ものづくりセンター 様　185,632円

◦全矢崎労働組合榛原支部 様　184,000円

◦匿名 様　10,000円

◦麻華流静波教室 様　寄附金

◦昭和31年度川崎中学校３年Ｅ組一同 様　10,000円

◦学校法人榛原ふたば幼稚園・園児職員一同 様　7,057円

◦鶴俊の会 様　寄附金

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（H30.12.25現在）ご 寄 付

赤い羽根共同募金街頭募金運動を行いました

元気いっぱい！ ボランティア！

▲リズムにあわせて3B体操！

▲金融犯罪防止と終活のアリカタ講座



実施中

▲個別相談会の様子

　12月15日（土）に、社会福祉士と司法書士に

よる高齢者・障がい者のための相談会・公開講座

が開催されました。80名の参加があり、「成年後

見制度」「終活」についての学びの機会となりま

した。参加された方からは「成年後見制度に関す

る理解が深まった」や「遺言のことはあまり考え

てこなかったが、しっかり考える必要があると

思った」などとの声が聞かれました。

　今後、毎月第1･3水曜日に行われている法律相談や第

2･4･5 水曜日に行われている心配ごと相談に加え、権利

擁護に関する相談を常時受けられる体制を整えていくこと

が大切だと感じました。

　今年度も市内福祉施設交流会が開催されました。当日は市内6施設、総勢約160名の方々が参加をし、

音楽鑑賞やパン食い競争、交流ゲーム等により利用者・家族・職員同士の交流を楽しみました。半日とい

う限られた時間の中ではありましたが、それぞれの施設の垣根を越えた交流ができました。参加された方々

の素敵な笑顔がとても印象的でした！【回収している食料】

●賞味期限が２ヵ月以上ある

●常温保存ができ未開封のもの
【喜ばれる食料】

●レトルト食品・缶詰

●即席ラーメン・カップ麺

●即席みそ汁・スープ

●ふりかけ・お菓子

●ベビーフード

【回収できない食料】

●賞味期限が記載されていない

●アルコール分を含む飲料や食料品

●健康食品・介護食品・サプリメント

　明けましておめてとうございます。皆様には健やかによいお年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。

　平素は牧之原市社会福祉協議会（以下「社協」）に暖かいご支援ご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。

　さて、2015年に介護保険制度が改正され４年が経過いたしました。これは、介護予防につい

て全国一律の取り組みから、各市町の特性を生かした取り組みに移行するもので、新地域支援

事業と言われております。超高齢化、少子化、核家族化が進み、認知症者も増えていくことが

予測されることから、膨張する社会保障費を抑え、財政負担を軽減しようとするものです。

　このような状況を踏まえ、当社協では介護はしっかり専門職が支え、日常の生活支援はでき

るだけ住民やボランティアの互助活動で支えていこうと進めております。人は、自らできる能

力を発揮することで生きがいを感じ、“支え合いやふれあい”は“喜びや楽しみ”を生み出し、

それは結果として介護予防につながり、新しい地域づくりへと発展していきます。

　牧之原市と社協では、このような新しい地域づくりを柱とした第３次地域福祉計画・地域福

祉活動計画を策定中であり、今後も社協は、団塊の世代が後期高齢者になる2025年以降も“ふ

だんの くらしの しあわせ”が続くよう、皆様と一緒に地域づくりを推進する所存であります。

　本年が皆様方にとって、健康で幸多い年でありますようにご祈念申し上げ、私ども社協も課

題は沢山ありますが、役職員一体となって新たな気持ちで、福祉事業と地域づくりに努力して

参りますので、暖かなご支援をお願い申し上げます。

　つくしホーム、つくしの家から手作

りカレンダーをいただきました。可愛

い干支や皆さんの似顔絵が描かれてい

ます。2019年も大切に使わせていた

だきます。

手作りカレンダーをありがとう

みんなで歌って♪

　みんなで遊んだ！福祉施設交流会!!

年頭のご挨拶

フードドライブ
ご家庭で余っている食料をお持ちください

牧之原市社会福祉協議会

会長　水野　隆

2019年 １月４日～１月31日開催日程

相談会・公開講座が開催されました!!

赤い羽根
共同募金事業

高齢者・障がい者のための



むずかしい

（榛原地区）
ハイナン農協、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、島田信
用金庫榛原支店、小林電気、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、第一生命、大石電機、榛南
製作所、平和産業、二葉測量設計事務所、大幸商事、静波金型、マスダ、好葉園、田村俊雄司法書士事務所、牧之原市観光協会、
共同印刷、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、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、増井
製茶、増井建設、山本水道工業、法光寺、榛原クリーンサービス、プロスペア、木村組、榛南自動車学校、曽根建工、石神細
巾、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、月星商事静岡支店、松浦組、榛原工機、粂田商店、大豊物流、知久会計、飯塚税理士事務所、貫工業、イイダ茶
業、ハイナンゴルフセンター、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、友藤製作所、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、榛南自動車、双葉園、勝間田菱中茶農業協
同組合、ダイシン、キョクヨーシグマ、山本耕業、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、中部プログレス、ハラダ製茶農園、木下組、中田産業、サンフランシスコ
パイハウス、丸三茶協同組合、日機装技術開発研究所、新成化成、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、丸拓茶農協、矢崎部品、荒畑園、牧之原電気、三栄化工、タカヤナギ、ミキ梱包運輸、東宅、原田工業、
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、伊藤園産業、大石建材、御前
崎削節、坂三坂部茶農業協同組合、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、
牧之原産業、まるまる園、さかぐち、愛工業、杉山商事、日本コルマー、第一化成

（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、大栄館、
東遠浄化槽管理センター、矢部商店、相良自動車修理、今村商店、近江産業、扇子家、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、八木康、名波伝十商店、牧之原市商工会、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、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、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、オイガックス、スタッフ・
アクタガワ、河原崎モータース、杉山設備、ヤマチョウ、今村肥料、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、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、
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、川口丸、八太田、アロエランド、畑肥料店、
イーグル設備設計、スギモトシート、田形内科医院、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、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、ヤマダイ製茶、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、まるまき、ヤマス、福田商店、島田信用金庫牧之原支店、笠原産業、ふくろ茶や、
水野建設工業、昌栄電機、ムラマツ、サンコー精産、大興金属、ユウト工業、芝田重機、相良ドラゴンズクラブ、榛地製作所、
牧南社、東和運輸倉庫相良支店、東洋製罐静岡工場、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、東萩間報徳社、三昇製作所、
マルスギ杉浦製茶、山は茶農業協同組合、三中製茶、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、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、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、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、南遠化工、小栗農園、寺田工務店、相良青果市場、カーメイト松下、佐藤菓子店、
でんきのタッチ地頭方、ヤマモト、ヤマク、カネヒロ、原口塗装、旅の館大沢、山本農材、大和工業 （※順不同・敬称略）

募金額：牧之原市内 430法人　1,431,500 円

赤い羽根共同募金（法人募金）へのご協力ありがとうございました。

災害について学び、大規模災害が発生した時、集まってくれたボランティアの力を最大限引き出せるよう
ボランティアをコーディネートする方を養成するための講座です。2日間の講座で「ふじのくに災害ボラ
ンティアコーディネーター」に認定されます！

日　時   2月16日（土）9：30〜16：30
　　　   2月17日（日）9：30〜14：45
会　場   牧之原市商工会館2F（牧之原市波津691-2）
締　切   2月1日（金）

問い合せ・申込先   相良事務所　☎0548-52-3500

　12 月 8 日（土）坂部区民センター
にてボランティア交流会を行い、牧
之原市と吉田町のボランティア 39
名が参加しました。まきのはらし図
書館友の会様から、日ごろの活動報
告をしていただき、榛原里やまの会
の皆様を講師にお招きし、参加者全
員で「お正月飾りづくり」を行いま
した。

　ボランティア同士の交流の場として、
普段あまり会えない人との関わり、活動
内容の報告をすることで、
それぞれの活動について
深め合うことが出来たの
ではないかと思います。

興味のある方、

ぜひお問い合わせ

ください。

災害ボランティアコーディネーター養成講座開催
参 加 者 募 集 !!

できた♥

～楽しく交流  情報交換 ～ボランティア交流会


