
※ふくしだよりはみなさまからいただいた会費で発行しています（再生紙）

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です　　　　発行／社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

〒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

◆相良事務所 ◆榛原事務所
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●相良デイサービスセンター…………… ☎ 52-5553
●地域包括支援センターさがら………… ☎ 53-1900
●相良ホームヘルプサービス事業所…… ☎ 53-2212
●相良居宅介護支援事業所……………… ☎ 87-2327
●生きがいデイあしたか………………… ☎ 52-5768

●デイサービスセンターうたり………… ☎ 22-4419
●榛原ホームヘルプサービス事業所…… ☎ 24-1165
●榛原居宅介護支援事業所……………… ☎ 22-6520
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（毎月15日発行）
次回は6月15日発行

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

　４月25日川崎地区橋向公民館を会場に、ふれあい・いきいきサロン（橋向さくら会）の開講式が開催され、

65歳以上の高齢者等の方44人が参加しました。

　橋向さくら会は、これまで食事会や健康チェックが中心の活動でしたが、健康体操やレク活動などへ新たに

切り替えてスタートしたとのことでした。当日は、参加したゲストから地域でのホットな情報もあったり、協

力員の方達の手作りの大福餅が振る舞われたり、また、参加者全員でビンゴゲームをしたりと、とても楽しい

時間を過ごされました。

橋向でふれあい・いきいきサロンが開講 

※『ふくしだより』は下記の場所にも置いてあります。
【相良地区】いきいきセンター・児童館・Ｂ＆Ｇ・相良公民館・萩間公民館・トーク地頭方・静岡銀行相良支店・相良郵便局・島田信用金庫相良支店・JAハイナン相良支店
【榛原地区】さざんか・6地区社協・榛原郵便局・静岡銀行榛原支店・島田信用金庫榛原支店・スルガ銀行榛原支店・榛原総合病院

お問い合せ：牧之原市社会福祉協議会　相良事務所（☎52-3500）または　榛原事務所（☎22-5187）（申込先）お 知 ら せ

※会場をお間違えのないようお願いします。

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）
（10:00 〜 15:00）　第 1・第 3 水曜日

法律問題、行政問題、人権問題の解決を図ります。
【会場:市民相談センター】6日（水）、20日（水）
※受付は当日8:30 〜（先着８名）となります。（電話予約

のみ）

生計や年金、土地・建物の相
続問題、夫婦間や子ども等の
家庭の問題の解決を図ります。

【会場:市民相談センター】
　13日（水）、27日（水）

〈お問い合せ〉☎23-0088

心配ごと相談（民生委員 ･ 司法書士）
（9:00 〜 11:30）　※第 2・第 4 水曜日
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ふれあい福祉センターのご案内6月

　みなさんが普段の生活の中で抱えている様々な悩み
や問題について広く相談に応じ、いろいろな機関と連
携をとりながら問題解決を図っていきます。

福祉総合相談（8:15 〜 17:00）
福祉サービスやその利用手続き、日常生活における悩み
や心配ごと等関係機関と連携して問題解決を図ります。

【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月〜金曜日

ボランティア相談（8:15 〜 17:00）
ボランティアをしたい人、力を借りたい人、希望にあっ
た活動探しのお手伝いをします。

【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月〜金曜日

貸付相談（8:15 〜 17:00）
低所得世帯等の方が安定した生活を送れるよう、自立に
向けたお手伝いをします。

【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月〜金曜日
※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）
〈お問い合せ〉☎52-3500・☎22-5187

在宅介護（介護機器）相談
在宅介護に関する総合的な窓口として、介護保険や福祉
サービス等に関する全般の相談をお受けします。（お電
話は24時間受け付けます）

【地域包括支援センターさがら】 　 ☎53-1900
【地域包括支援センターオリーブ】☎22-8822

まちづくり

地域の

力力力力で

 ご　　寄　　付　　善意のご寄付をありがとうございました

平成２４年度社協会費納入のお願い子育て中の皆さん！集まれ!!

牧之原市戦没者追悼式及び慰霊法要のご案内

　社会福祉協議会は、住民主体の“福祉のまちづ
くり”を推進していく民間の非営利団体です。住
民参加の一形態として、全住民の皆さんを対象に
した会員制度を設けております。“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
ちをつくろう”を進めるために、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

・地域福祉事業補助金
・ふれあい・いきいきサロン事業
・ふくしだより　　・ボランティア活動
・ふれあい広場
・福祉体験講座　等

　今回も善意のご寄付をいただきありがとうございました。皆様からのご寄付は社協の貴重な財源として地域福祉推進の
ために活用させていただきます。
◆榛原高等学校野球部　鈴木祥充　様 　10,920円　　　　　　◆匿名　様 　　10,000 円

ご自由に
どうぞ

　０歳から入園前の子どもと保護者が気軽に交流でき、育児
の情報交換や友達づくりの場として、「のびのび子育て井戸
端会議」を行っています。
　遊びを通して仲間づくりをしませんか？

　平成24年度の追悼式及び慰霊法要を仏式にて挙行いたし
ます。
　戦没者遺族の皆様には、御霊たちの安らかなご冥福を共に
お祈りすべく、ご参集いただきますようお知らせいたします。

【日　時】６月 5 日（火）
10:00 〜 11:30

【会　場】海浜体育館
【内　容】親子体操

【日　時】5 月 22 日（火）13:30 〜

【会　場】相良総合センターい〜ら

－社協会費はこんな事業に使われます－

一般会員  （一世帯）　　　年額　　　　300 円
賛助会員  （法人・企業）　年額一口　5,000 円
特別会員  （個人）　　　　年額一口　1,000 円
　　　　  （福祉団体等）　年額一口　5,000 円



【日　程】毎月第２・第４水曜日（８・９月はお休み）

【内　容】総合健康福祉センターさざんかから

　　　　  利用者宅へのお弁当の配達等

【時　間】15:30 〜１時間程度

【連絡先】牧之原市社協（榛原事務所）☎ 22-5187

４月から、社会福祉協議会へ３人のニューフェイスが加わりました。
本人の抱負を交えてご紹介させていただきます。皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

　東日本大震災から１年が経過しました。現地での活動も、がれき処理や泥だし作業等から生活支援（地域づくりや
仲間づくり）へと活動が変化しています。現地の宮古市社協からは、「震災直後は日本中の視線が東北に向けられて
いましたが、時間の経過と共に忘れさられている感があります。がれきが片付いたから支援が終わりではなく、地域
の人々の生活が戻ってはじめて復興したことになると思うので、これからも支援の手や東北のことを忘れずにいてほ
しい」という声がありました。
　これからも、社協としてできる支援を継続していきますが、地域の皆さんのご支援、ご協力をお願いいたします。

　牧之原市災害ボランティアコーディネーターでは、東海地震に備え災害ボランティアセンターの設置及び運営等に
ついて、毎月定例会を開催し協議しています。興味関心がある方は、見学だけでも構いませんので、ご自由にご参加
下さい。

※ボランティア活動で被災地へ行かれる場合は、現地の状況や様子をホームページ等で情報収集すると共に、
必ずボランティア活動保険に加入してからお出かけ下さい。（社協で加入できます）

（日時）毎月第1水曜日　19:30 〜　　　　　　　　（会場）相良総合センターい〜ら

ちょこっとボランティアしてみませんか？ 

　地域で見守りが必要な７０歳以上のひとり暮らし高齢者

の方を対象に、調理ボランティアが作ったお弁当を、配達

ボランティアの協力により月２回お届けしています。現在、

榛原地区でのボランティアが不足しています。ご協力いた

だける方や、興味をもってくれた方はご連絡下さい。

　この度、地域包括支援センター

さがら相談員として配属になりま

した大石美奈子です。約10年前、

介護の仕事をしたくて旧相良町大

江に越してきました。現在は、川

崎地区に家族と住んでいます。地

域の皆様の温かい心に支えられて、

　今年の４月から牧之原市社協の

一員として地域福祉課に配属とな

りました増田なつみです。この間

高校を卒業したばかりで社会人と

して未熟者ですが、これから多く

の経験を積み重ね立派に成長して

いきたいと思います。そして、何よ

　今年度から牧之原市社協の一

員として総務課に配属となりまし

た大石亜紀です。皆様が笑顔で

毎日が送れるよう、明るく幸せに

満ちあふれた街になるよう、皆

様のお力もお借りし一緒に住み

良い場所を作っていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。生活ができている事にいつも感謝し、ご縁をいただい

た牧之原市社協で、より良い地域作りに貢献していけ

るよう努力していきます。よろしくお願いします。

り毎日の生活の中で多くの人々と関わることが多いので、

笑顔を絶やさずに働きたいと思っています。よろしくお

願いします。
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【地　区】須々木区

牧之原市の福祉やボランティアについて一言
　私が思う『福祉』は、「社会で生活していく上で誰も
が助けを必要とする時を通る」ということです。生まれ
てから（子育て）老いる（介護）まで、その途中もいつ
支えが必要になるか分かりません。ですから、自分がで
きる時に、できるボランティアをするのが私のモットー
です。音楽仲間と音楽を通して障害を持つ方々と楽しい
時間を過ごしたり、読み聞かせ仲間と子どもやお年寄り
にお話を届ける。このような中から、たくさんのパワー
をいただけて幸せを感じています。

〜笑顔のバトンタッチ〜スマイル
リレー

Vol.47

　“手話”で挨拶・自己紹介ができるようになろう。
【日　時】

第1回 7月25日㈬　講演
第2回 8月 1日㈬　学習（あいさつ）
第3回 8月 8日㈬　学習（自己紹介①）
第4回 8月22日㈬　学習（もうちょっと詳しい自己紹介②）
第5回 8月29日㈬　交流・手話サークル会員の自己紹介

※各回とも19:30 〜 21:00までとなります。
【会　場】総合健康福祉センターさざんか
【定　員】20人

（年齢・性別は問いません。どなたでも気軽に
参加して下さい）

※定員になり次第締切ります。
（中学生以下は保護者同伴でお願いします）
【主　催】牧之原市手話サークル・フレンド
【申込み】牧之原市社協（榛原事務所）☎22-5187

夏の手話講習会受講生募集！

平成24年度　新入職員を紹介します！ 

災害支援（ボランティア）情報

牧之原市災害ボランティアコーディネーター定例会のご案内

第31回サマーショートボランティア
参加者募集！

　今年も、夏休みや夏季休暇を利用したサマーショート
ボランティアが開催されます。「ボランティアをしてみ
たい」「将来の進路を考えたい」など、さまざまな動機・
目的を持った学生や社会人が参加しています。いろいろ
な人達との交流の場ともなるサマーショートボランティ
ア。新しい自分探しをしてみませんか？
　皆さんの参加をお待ちしています。

【募 集 期 間】5月21日（月）〜 6月22日（金）
【参加対象者】中学生以上で連続４日間以上続けられる方
　※中・高校生は保護者の同意が必要です。

【活 動 先】市内保育園、高齢者・障がい児（者）施設等
【参 加 費】1,000円（資料代等）
【主催・問合せ】静岡県ボランティア協会　☎054-255-7357
【申 込 み】牧之原市社協（榛原事務所）☎22-5187
　　　　　　　　　　　　　（相良事務所）☎52-3500

大 石 美 奈 子

増 田 な つ み

大 石 亜 紀

ふれあい・いきいきサロン事業連絡会を開催

ふれあい・いきいきサロンとは？

サロン事業連絡会会長よりご挨拶 
　４月16日相良総合センターい〜らを会場に、牧之原
市のサロン事業の推進を目的に、ふれあい・いきいき
サロン事業連絡会を開催し、各サロンの代表者34人が
出席しました。各サロン代表者の皆さんからは、日々
のサロン活動でのご苦労や運営にあたっての課題、そ
の課題解決のためにどうすべきかなど、意見交換が行
われました。
　これからも社会福祉協
議会は、地域の高齢者の
皆さんが安心して暮らせ
る住みよいまちとなるよ
う、ふれあい・いきいき
サロン活動を応援します。

　身近な住民同士の『仲間づくり』や『出会いの場づ
くり』を進める活動です。身近な地域で暮らす住民同
士が集まって“おしゃべり”などを楽しみながら、友達・
仲間の幅を広げていく、そんな定期的な交流を通して、
一人ひとりの『自分らしさ・生きがい』など、心豊か
な暮らしを“お互いに応援しあっていく”それがサロ
ン活動です。
　社協は、そんな活動を応援します。

【お問い合せ】牧之原市社協 （榛原事務所）☎22-5187
　　　　　　　　　　 （相良事務所）☎52-3500

　牧之原市内には、37 ヶ所でふれあい・いきいきサ
ロン事業が行われています。その運営には、区長さん
を始め民生委員児童委員さんなど、協力員の方々のご
協力により運営しております。地元の高齢者の交流や
親睦の場として、少しでも介護予防の役に立てばとの
思いで事業を行っております。また、この事業には市
や区、社協から助成金をいただき運営しておりますの
で、この事業がますます
発展することを願ってお
ります。
　　　　　　　　　　　
サロン事業連絡会会長　   
　　　高橋良夫さん

参加費
無料


