
※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

【給　　与】　当法人規定による
【応募方法】　希望者は、電話連絡後、履歴書を社会福

祉協議会へ提出して下さい。
【問 合 せ】牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500

社協職員（ケアマネジャー）を募集します

職　種 募集人数 資　格 勤　務

ケアマネジャー
正規職員2人
（年齢不問）

ケアマネジャー
普通運転免許

要相談

　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】　11月20日（火）10:00 ～ 11:30
【会　場】　相良総合センターい～ら
【内　容】　冬服バザー

【日　時】　12月18日（火）
　　　　　10:00 ～ 11:30

【会　場】　総合健康福祉センターさざんか
【内　容】　クリスマス会（参加費100円）
【定　員】　30組の親子
【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
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（毎月15日発行）
次回は12月15日発行

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

　10月7日総合健康福祉センターさざんかを会場に、平成24年度「さざんかふれあい広場」を開催しました。今年は35の福
祉団体やボランティアグループが参加し、企画から運営までを行い、各催事や販売の他に、福祉体験を取り入れたスタンプ
ラリーを実施し、子どもから大人まで楽しんでいただきました。時折、小雨がぱらつく日ではありましたが、多くの方にご
来場いただき、福祉の力が結集した1日となりました。
　なお、相良高等学校美術部の皆さんには、ポスターやスタンプラリーカードの製作、榛原高等学校サッカー部の皆さんに
は、会場設営だけでなく高齢者や障がい者の方の付添い、赤い羽根共同募金の街頭募金などにボランティアとして協力して
くださいました。ご協力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】5日（水）、19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】
12日（水）、26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12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

　ボランティア会員等を対象に、会員相互の情報交換や親睦を深め、今後のボランティ
ア活動の活性化を図ることを目的としてボランティア交流会を開催します。

【日　時】　12月8日（土）13:00 ～ 16:20
【会　場】　総合健康福祉センターさざんか
【内　容】　⑴ボランティア体験発表及びグループ活動紹介
　　　　　⑵講演会　（演題）　「It’s a small world（ボランティアで繋ぐ輪）」
　　　　　　　　　　（講師）　菊川市国際交流協会会長
　　　　　　　　　　People to people international国際常任理事　中嶌るり子 氏
　　　　　⑶みんなで楽しく餅つき　 “昔ながらのお餅つき”でつきたてを味わおう！

【対　象】　ボランティアグループ、ボランティアに関心のある方
【定　員】　100人
【申込み】　電話及び指定の申込用紙で社協までお申し込み下さい。（ＦＡＸ可）
　　　　　※申込用紙は社協窓口にあります。（締切：11月30日（金））

【主　催】　牧之原市ボランティア連絡会
【問合せ】　牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500　　（榛原事務所）☎22-5187

牧之原市ボランティア交流会開催のお知らせ子育て中の皆さん！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

福祉のイベント「さざんかふれあい広場」を開催

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。

矢部かづ代 様　本棚、文庫本 1,050 冊　　食生活推進協議会 様　5,000 円　　　　牧之原市消費者協会 様　5,000 円
東萩間報徳社 様　5,000 円　　　　　　　牧之原市国際交流協会 様　5,000 円　　静波キャンプグランド 様　5,000 円
牧之原市赤十字奉仕団　様　31,190 円

申込みは
11月20日
㈫〜
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（運動期間）　12月１日〜 31日

歳末たすけあい募金運動がはじまります
～みんなでささえあう　あったかい地域づくり～

活 き 活 き 塾 で 健 康 づ くり
　10月19日榛原総合病院を会場に、活き活き塾を
開催し19名が参加しました。今回は「健康に暮ら
そう」と題し、榛原総合病院のご協力により、足
のお手入れの仕方などを丁寧に教えていただくと
共に、病院内やヘリポート等を見学させていただ
きました。
　参加された皆さんは、メモを取ったり靴を脱ぎ
自分の足を見て観察しながら質問するなど、とて
も熱心に受講されていました。参加者からも、「普
段聞けないことを聞いたり、見れない場所を見れ
て良かった」と感想
が聞かれ、とても有
意義な時間を過ごす
ことができました。

　10月3日総合健康福祉センターさざんかを会場に、榛原地区
民生委員児童委員協議会が企画した「福祉のまちってどんなま
ち？それに向けて私達ができることは？」をテーマにした話し
合いが、6グループに分かれて行われました。当日は、榛原中
学校の福祉委員や吉田高等学校福祉科の生徒、民生委員児童委
員、社協職員の約80人が参加し、民生委員児童委員が進行役、
中・高校生が模造紙に意見のまとめと発表を行いました。
　話し合いの中では、「お年寄りや困っている人に進んで声を
かける」や「笑顔であいさつができるまちにしたい」など、積
極的な意見があげられていました。榛原中学校福祉委員長の前
田麻衣さんからは「一人一人が自
覚を持って相手を思いやり、行動
することが福祉につながる」など
と感想が述べられ、福祉のまちに
ついて考える、とても有意義な時
間を共有できました。

　10月17日浜松市のホテルコンコルド浜松を会
場に、社会福祉のため広くボランティア活動に
積極的に取り組んでいる団体・グループを表彰
する、「第29回中日ボランティア賞贈呈式」が
開催され、牧之原市からは、運転ボランティア

「どこでもカー」が、中日ボランティア大賞を
受賞されました。おめでとうございます。

※運転ボランティア「どこでもカー」は、障
がいがあるために外出が困難な方への運転
代行のお手伝いをしています。

【連絡先】　運転ボランティア「どこでもカー」
　　　　　事務局　☎080ー 1593 ー 9705

〜エコキャップ運動にご協力を！〜
※キャップに付いているシール等は取り除

いて下さい。
※飲料用のキャップ以外の物、汚れている

物はご遠慮下さい。
※お持ちいただく袋や箱に、大きく団体名
（または氏名）をご記入下さい。

【問合せ】
牧之原市社協（相良事務所）　☎52-3500
　　　　　 　（榛原事務所）　☎22-5187
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【地　区】静波

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
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　いつまでもイキイキ元気でいられる身体作
りのお手伝いとして、はりはら塾でベリーダ
ンスの動きを取り入れたエクササイズの講座
をさせて頂いています。今は２月の発表会に
向けて、受講生の皆さんと共に練習に励んで
います。普段は姿勢の改善や身体を動かしな
がら「健康寿命」を意識する身体作りを広め
ていますが、もっともっと身体を動かす事を
楽しんでもらえるように様々な活動を広げて
いこうと思っています♪

　10月21日牧之原区（榛原）で敬老会が行われ、今年は
80歳以上の方95人の皆さんが敬老会の対象としてご招
待されていました。
　牧之原区の後藤区長さんから
は、「永年の経験を区に生かし
て、牧之原区を盛り上げて下さ
い」とご挨拶がありました。併
せて行われた文化祭では、元気
な子ども達の踊りの披露や生き
生き教室の皆さんの作品を始め
とする数多くの作品が飾られ、
会場を賑わせていました。

　12月1日から、「みんなでささえあう　
あったかい地域づくり」をスローガンに、
歳末たすけあい募金運動が展開されます。
この運動は、赤い羽根共同募金の一環と
して12月1日～ 31日までの間、新たな年
を迎える時期に、支援を必要とする人達
が地域で安心して暮らすことができるよ
うに行われる運動です。
　どうぞ、皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。

平成24年度 静岡県健康福祉大会 エコキャップ運動にご協力ありがとうございました
　10月18日静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」を会場に、県民一人ひとりが、明るく健やか
な生活を送ると共に、心のふれあいや思いやりの気持ち
で結ばれた“共生・支え合い”による地域社会の実現を
目的に、静岡県健康福祉大会が開催されました。
　本年は、講師にチェルノブイリ救援活動やイラクへの
医療支援等にご尽力されている鎌田實氏（諏訪中央病院
名誉院長／チェルノブイリ連帯基金理事長）を迎え、「～命
を支えるということ～“がんばらない”けど“あきらめ
ない”」をテーマにした講演と社会福祉事業への功労あ
る団体及び個人の表彰が行われ、牧之原市からも右記の
方々が受賞されました。おめでとうございます。

静岡県社会福祉協議会会長表彰被表彰者（敬称略）
○民生委員・児童委員として10年以上在籍し、功績顕

著である方（1人）
　　牧野　英惠
○保護司として10年以上在籍し、功績顕著である方
　（1人）
　　吉田　悟道
○郡・市町社協の職員として15年以

上在職し、功績顕著である方（2人）
　　吉添　由希子　　生駒　由加里

　先日、相良小学校5年生の高須飛優くんが、重量約22㎏（個
数にすると約9,460個、ワクチンにすると約11人分）のエコ
キャップを社協に持ってきてくれました。
　このエコキャップ運動は、ペットボトルのキャップ800個（約
2㎏）で、1人分のポリオワクチンとして発展途上国の子ども達
に届けられる運動です。今回、高須くんは、「エコキャップが
世界の子ども達の命を救う」と
テレビで知ったのをきっかけに、
学年に呼びかけをしたところ相
良小学校の当時4年生（現在5年
生）が協力して集めてくれたそ
うです。ご協力ありがとうござ
いました。

　10月28日相良総合センターい～らを会場に、静岡県社会
福祉人材センター主催による福祉のお仕事魅力発見講座と
福祉就職相談会が開催され、講座には13人、相談会には11
人が参加しました。
　福祉のお仕事魅力発見講座では、福祉の仕事に関心のあ
る学生等が参加し、福祉施設で働く職員から職場でのエピ
ソードや利用者の方から学んだこと、福祉の仕事に就い
て良かったことなど、生の声を聞きました。また、「是非、
ボランティア体験を通じて、施設全体の流れもみてほしい」
と、心強いメッセージも送られ
ました。
　同時に開催された福祉就職相
談会でも、市内外から参加した
9福祉施設の担当者から熱心に
話を聞く姿が見受けられました。

福祉のまちについて意見交換
「どこでもカー」が
中日ボランティア大賞受賞

運転ボランティア

〜牧之原区で敬老のお祝い〜
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　牧之原市社協では、経済的な支援
が必要な方々のために「歳末慰問金
の贈呈」、お正月をひとりで自宅で
過ごすひとり暮らし高齢者のために

「おせちセットの配付」を行う予定
です。
（※歳末慰問金の申請は、
　11月26日（月）までとなります）

福祉のお仕事魅力発見講座＆福祉就職相談会を開催 


