
※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
　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？

【日　時】10月9日（火）10:00 ～ 11:30
【会　場】Ｂ＆Ｇ海洋センター
【内　容】ミニ運動会
【定　員】30組
【申込み】社協へ9月20日（木）までに申し込んで下さい。
　　　　（※定員になり次第締切）

　子ども服（120㎝位まで）、
絵本、DVD、CD、おもちゃ
等を募集しています。（ぬ
いぐるみや汚れているもの
は不可）出品はお一人5点
までです。社協へ11月6日
（火）までにお持ち下さい。

　イベント前の準備や毎月
のお手伝いをしてくれるボ
ランティアを募集していま
す。興味や関心のある方は、
お気軽にお問い合わせ下さ
い。
【問合せ】
榛原事務所　☎22-5187
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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

マッキーちゃん

第83号
平成24年9月15日発行
（毎月15日発行）
次回は10月15日発行

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

　8月21日西萩間にある相良清風園さんにご協力をいただき、４組の親子10人が参加して、認知症をテーマに小学生親子ふく
し体験教室を行いました。
　当日は、施設職員から認知症についてのお話を聞いたり、職員の皆さんによる認知症の症状をあらわした寸劇をみて、認知
症の方への対応の仕方などについて参加者全員で考えてみました。また、実際に施設で暮らすお年寄りの皆さんにおやつのか
き氷を配るお手伝いを体験したり、車椅子の操作や移動方法も体験しました。
　参加した子ども達からは、「学校とは違った体験ができて良かった」、「また参加してみたい」という感想が聞かれ、また、
保護者の方からは、「体験を通して、相手の気持ちが分かったのではないかと思う」という感想が聞かれ、充実した時間を過
ごすことができました。
　ご協力をいただいた相良清風園の皆様ありがとうございました。　

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】3日（水）、17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】
10日（水）、24日（水）

〈問合せ〉☎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10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）

〈問合せ〉☎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

　本年度も下記の日程で、子どもや高齢者、障がい者等
住民の誰もが参加し、ふれあいを楽しむことを開催趣旨
に「さざんかふれあい広場」を開催します。当日は、各
種イベントやふくしスタンプラリーの他、市内ボラン
ティア団体や福祉団体等によるバザーや活動ＰＲ、市内
福祉施設の自主製品の販売を予定しています。皆様のご
来場をお待ちしています。
【日　時】10月7日（日）8:30 ～ 12:00（雨天決行）
　　　　　※荒天：10月8日（月･祝）
【会　場】総合健康福祉センターさざんか

　　〜イベントの紹介〜
　はいばら太鼓の演奏、ケイ
キフラ レイラニのフラダン
スの披露、老人クラブ女性部
による牧之原音頭の披露、マ
ジックショー、榛原高等学校
吹奏楽部の演奏
※詳しくは10月5日（金）の新聞折込チラシをご覧下さ
い。

【問合せ】相良事務所　☎52-3500

さざんかふれあい広場を開催します子育て中の皆さん！集まれ!!

※『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・

スルガ銀行相良支店・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

親子ふくし体験教室を開催～相良清風園編～ 

ご寄付
　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。

ユニー㈱ピアゴ榛原店　様 ㈱エンチョー　様　13,500円 静波４丁目婦人会　様　20,000円（福岡県豪雨災害義援金）
匿名　様　　　　　　　 5,000円（熊本県豪雨災害義援金）

災害義援金

参加費
100円

冬服バザー品
大募集！

11月20日㈫開催予定

のびのび子育て井戸端会議
運営ボランティア募集！！

ふれあい広場



　8月4日相良児童館・榛原児童館を会場に、模擬店（ポッ
プコーンづくり）のお手伝いに小・中学生9人、8月7日
総合健康福祉センター
さざんかを会場にのび
のび子育て井戸端会議
（バザー）のお手伝い
に中学生4人が、参加
してくれました。

　7月31日から8月25日までの期間に、市内9保育園、4
障害児・者施設、2高齢者施設の各会場で、中学生以上
を対象に、サマーショートボランティア活動が行われま
した。牧之原市内では、今年54人の子ども達が、それ
ぞれ4日間の活動に挑戦しました。活動に参加した子ど
も達は、様々な目的を
もって色々な方とふれ
あうことで、多くのこ
とを学び、そして新し
い自分を発見するため
の、良い体験ができた
ことと思います。

　8月9日老人福祉センター・8月17日相良総合センターい～らで開催した「ふくし」何でも相
談会に、両地区あわせて7人の子どもと保護者が「盲導犬について知りたい？デイサービスは
どんなところ？」等、相談に来てくれました。

　8月5日相良総合センターい～らを会場に、ゲームや
クイズを通じて子どもから高齢者までが楽しくふれ合え
るよう、ふれあいゲーム大会を開催しました。当日は80
人の親子等が参加し、8種類のゲームとふくし○×クイ
ズに挑戦しました。ゲームでは親子でアドバイスしあっ
たり、得点を競ったりと皆さんとても会話が弾んでいる
様子でした。また、○×クイズでは子ども達から、答え
の発表に合わせ「○だよ。
×だよ」と大きな声が聞か
れ、正解に合わせて「ヤッ
ター。間違えた」と、み
んなで楽しみながら盛り
上がることができました。

　7月31日ワークセンターやまばとで、施設で内職作業
のお手伝いに2組の
親子（5人）が、参
加してくれました。

　共同募金運動とは、誰もが住み慣れた地域社会のなかで生
きがいをもち、安心して暮らすことができるようにさまざま
な地域福祉・社会福祉活動を財政面から支援する運動です。
　昨年度は、牧之原市内で 6,779,340円の温かいご支援をい
ただき、静岡県共同募金会を通じ、社会
福祉施設や社会福祉協議会へも配分され、
ひとり暮らしの方への給食サービス、障
がい者施設へ通う人たちの交流会、子ど
も会連絡協議会への助成やふれあい広場、
ふくしだよりの発行等幅広く地域福祉推
進のために使わせていただきました。
　本年度も、皆様のやさしさや福祉への
お気持ちを募金という形でお寄せ下さる
ようご協力をお願いいたします。

　生きがいづくり教室（後期／ 3回）
を開催します。この講座で生きがいづ
くりをしませんか？

【対象者】市内在住の概ね60歳以上の方
【人　数】各回20人（先着順）※送迎あります。
【参加費】1回1,000円程度
【問合せ】牧之原市社協（榛原事務所）☎22-5187
または（相良事務所）☎52-3500

★児童館まつり・のびのび子育て井戸端会議 

★サマーショートボランティアで自分発見  

★「ふくし」何でも相談会

★ふれあいゲーム大会  

★施設でボランティア体験 
～夏休みを利用して見たい！知りたい！やってみたい！！を体験していただきました。～

＊夏休みを利用してふくし・ボランティア活動体験＊

【氏　名】名波 恵之さん（NEW DEAL）
【地　区】須々木

牧之原市の福祉やボランティアについて一言

〜笑顔のバトンタッチ〜スマイル
リレー

Vol.51　8月30日相良総合センターい～らを会場に、市
内サロンから35人が参加し第3回サロン協力員講
習会を開催しました。今回は、市内で活躍されて
いる牧之原市生きがいリーダーの皆様を講師に迎
え、「みんなで足指体操～足先の刺激で脳も身体
も活性化～」と題して行いました。
　参加された方達は、サロンで体操をする時の注
意点などを聞きながら、実際に体験しその効果を
実感されていました。
今回学習したことを、
これからのサロンに
も取り入れていって
いただきたいと思い
ます。

　サーフィンから多くの事を学びます。自然の美しさや偉大さ、環
境問題や対人関係など。特に、子どもは表現豊かになり、自分と向
き合う良いキッカケとなります。そして、牧之原市はサーファーに
とって、とても恵まれた地域です。無料の駐車場もあり、シャワー
も使えます。遠浅のビーチには一年を通して波があり、サーフショッ
プがスクールを開いています。第一日曜日には、何年も前から多く
のサーファーが海岸清掃を行なっています。これは、意識の高い地
元プロサーファーの方々が始めた活動です。
　私達が発足した「NEW DEAL」が行う活動とは、もっと地域の
方々にサ－フィンを知ってもらう機会をつくる事です。そして、恵
まれた環境を地域発展の為に活用し、自分達から提案していければ
と思っています。まずは、普段自分達の利用するトイレ清掃やペン
キの塗り直し、イベントへの参加や企画など、今出来ることを皆で
協力し続けていこうと考えています。

足指体操で脳も身体も活性化 

～牧之原市・御前崎市・島田市・吉田町を対象～

　福祉・介護の仕事に興味・関心のある中学生と高校生に、仕事としての福祉への関心や理解を深
めてもらうための福祉のお仕事魅力発見講座と、仕事を探している方々が身近な地域で就業できる
ように、ご自分の住まわれている地域の福祉施設との就職面接相談会を同時に開催いたします。
　先輩スタッフの声や施設の方々と直接お話ししてみませんか？
【日　時】平成24年10月28日（日）13:00～15:30　　　【会　場】相良総合センターい～ら
【内　容】

【対　象】お仕事魅力発見講座／中学生と高校生等　※定員30人
福祉就職相談会／どなたでも（福祉・介護の仕事に興味のある方、就きたい方等（高校生も含む））　※定員なし

【申込み】参加申込書にご記入の上、社協に提出（FAX・電話・郵送可）
　　　　　※参加申込書は社協窓口及びホームページからダウンロードできます。
【主催・問合せ】静岡県社会福祉協議会　静岡県社会福祉人材センター　☎054-271-2110　FAX054-272-8831
【共　催】牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500　FAX52-5585

福祉のお仕事魅力発見講座＆福祉就職相談会のお知らせ 参加
無料

■福祉のお仕事魅力発見講座
～先輩から現場の生の声を聴いてみよう～

■福祉就職相談会
～きっと見つかる！あなたに合った仕事と職場～

①福祉・介護の仕事の現状についてのお話（講師：キャリア支援
専門員等）

②現場で働く職員からの体験メッセージ（社会福祉士、介護福祉
士、看護師等）

③何でも質問コーナー（気になることを何でも質問してみよう）

①近隣市町の福祉・介護施設等との個別就職相談コーナー
②福祉・介護の資格などの何でも相談コーナー（進学相談を含む）
③福祉用具展示コーナー
④ボランティアコーナー
※各コーナーでは直接担当者とお話できます。

【日　時】11月10日（土）14:00 ～ 17:00
【会　場】CACHE CACHE（カシュカシュ）
　　　　　＜牧之原市細江573-7＞

【応募条件】50歳までの独身男女（各15人）
【参加費】男性3,000円　女性1,000円（当日集
金）※フリードリンク、軽食

【申込方法】申込書にご記入の上、社協に提出
（FAX24-1166または52-5585 ／郵送可）
【問合せ】牧之原市社協（榛原事務所）☎22-
5187または（相良事務所）☎52-3500
※申込用紙は社協窓口及びホームページから

ダウンロードできます。

〜出逢いの秋〜
　　 婚活＆恋活しませんか？

参加者募集 

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします！ 

ラッキーパーティー 2012“秋”
締切

11月2日
㈮

活き活き塾参加者募集！ 申込は
9月25日
（火）～

日　　時 内　　容
10月19日（金）
13:30 ～ 15:00

健康で暮らそう～健康は足のケアから～
（会場：榛原総合病院）

11月9日（金）
10:00 ～ 15:00

お出かけしよう～秋を探しに行きます～
（行き先：磐田市方面）

12月5日（水）
10:00 ～ 12:00

素敵なクリスマスを迎えよう～キャンドル作り～
（会場：総合健康福祉センターさざんか）

スローガン「じぶんの町を良くするしくみ」 

平成25年度「児童福祉週間」標語募集

平成24年10月1日〜 12月31日

　子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを
目的に、平成25年度の児童福祉週間（5月5日～11日）の象徴となる標語
を募集します。

【募集内容】 元気で頑張る子ども達を応援する標語や、子ども達からの未
来へのメッセージとなる標語

【応募資格】 どなたでも応募できます。
【応募方法】  ①はがき、封書またはファクシミリによる応募 

　※それぞれ1枚につき1作品のみ記入して下さい。 
　※郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、年齢、職業、電話番号 
　　を記入して下さい。 
②インターネットによる応募 
　ホームページ：http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/ 
　※詳細はホームページをご覧下さい。

【応募期間】9月3日（月）～10月22日（月）※郵送の場合は当日の消印有効
【応募先】〒105-0003　東京都港区西新橋1-12-10 西新橋ホームビル4Ｆ
　　　　（財）こども未来財団「標語募集」係宛　FAX03-5510-1835

【問合せ】牧之原市役所子育て支援課　☎23-0071

「一緒に仕事をしている利
用者さんの中には、目の見
えない人がいました。私達
と同じようにシールはがし
を上手にしていて、すごい
なあと思いました。」
勝間田小学校
大石恵華子さん・有華子さん


