
※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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平成25年１月15日発行
（毎月15日発行）
次回は２月15日発行

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

　12月8日総合健康福祉センターさざんかを会場に、牧之原市ボランティア連絡会の主催によるボランティア交流会が開催
され41人の方が参加しました。
　第1部の前半では、サマーショートボランティア活動の報告（相良高等学校3年の柴さやかさん、榛原高等学校3年の片瀬
優那さん）、相良ボランティア連絡会作業部会の活動紹介が行われ、後半では「It's a small world ～ボランティア活動で
つながる輪～」と題し、国際的な活動をされている　People to people international国際常任理事　中嶌るり子氏の講演
会が行われました。講師からは、国籍や出身、性別等に関わらず海外でボランティア活動をされている方々の紹介や、ボラ
ンティア活動を楽しくするための秘訣として、「Young at heart（気持ちを若くもちましょう）」と魔法の言葉をいただき
ました。
　第2部では参加者全員で餅つきを行い、つきたてのお餅を食べながらの交流を楽しみました。

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】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）

〈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２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

※『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

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。

波津第4ブロック　様 15,000円
明るい社会づくり運動牧之原市榛原地区協議会　様 241,297円
明るい社会づくり運動牧之原市相良地区協議会　様 37,000円
相良保育園　様 22,481円
大沢区公民館祭り　様 24,480円
昭和31年度川崎小学校三年Ｅ組一同　様 10,000円
舞踊あざみ会　様 10,000円
小糸製作所労働組合榛原支部　様 26,044円

松下ゑつ子　様 6,620円
中部電力㈱浜岡原子力発電所安全衛生推進協議会　様 126,997円
美術館めぐり参加者一同　様
全矢崎労働組合榛原支部　様
矢崎部品㈱ものづくりセンター　様
松の根会　様
小糸製作所労働組合　様
高澤伴吉　様

社会福祉法人一羊会 第2こづつみ作業所臨時職員募集！

　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】2月26日（火）10:00 ～ 11:30
【会　場】相良総合センターい～ら
【内　容】ひなまつり
【定　員】30組の親子（定員になり次第締切）
【申込み】社協（榛原事務所  ☎22-5187）へ申し込んで

下さい。
※申込みは1月21日（月）～となります。

ふれあい・いきいきサロンで作った
小物等の作品を展示します!!
皆さん見にきて下さい！

【職 　 種】支援員（1人）
【業務内容】知的障害者の作業指導及び生活支援
【年　　齢】50歳位まで
【給　　与】当法人規定による
【資　　格】普通運転免許
　　　　　　（9人乗りワゴン車を運転できる方）
　　　　　　3月1日より勤務できる方

【応募方法】電話連絡後、面接をさせていただきます。
【お問い合せ】第2こづつみ作業所　☎52-6175

【日　時】2月15日（金）～ 2月19日（火）　8:15 ～ 17:00
【会　場】相良総合センターい～ら

－障害福祉サービス事業所　就労継続支援Ｂ型－
子育て中の皆さん！集まれ!!

サロン作品展を開催します 

参加費
100円

ボランティア活動で輪をつなぐ 



ＮＰＯ法人すけっと・まきのはらの活動紹介 

【氏　名】石
い し

神
が み

　誠
まこと

さん

【地　区】細江
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.55

　私はイチゴ農園を経営する傍ら、ボラ
ンティア活動として消防団活動を9年間
続けています。社会貢献としての活動は
もちろん大切な事ですが、誰にでも簡単
にできるボランティアもあると思います。
例えば、道をゆずる、ゴミを拾う、笑顔
で接するなど。日頃からのそういった心
掛けがこの街をもっと素敵にする一歩に
なると思います。私もイチゴを通じて人
を笑顔にできる仕事をしていきたいです。
モットーは苺一笑（イチゴイチエ）です！

　12月5日静岡県生命保険協会（会長：
三笠裕司）様から、牧之原市社協へ軽
自動車の寄贈がありました。寄贈され
た車は、榛原訪問介護事業所で福祉巡
回車として使用させていただきます。

　昨年12月、明るい社会づくり運動牧之原市相良・榛原地区協議会の会
員が、市内のスーパー等の店頭をお借りし、街頭募金活動を実施しまし
た。当日は、榛原中学校や相良中学校、相良高等学校等の生徒の協力も
あり、皆様からたくさんの募金をいただくことができました。
　ご協力をいただいたこの募金は、市内の福祉施設や社会福祉協議会に
に寄付させていただきました。
ご協力ありがとうございました。     

　新年あけましておめでとうございます。お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、社協の行事並びに運営に対しましてはご支援とご協力を賜り、誠にありがとうござい
ました。感謝をいたしまして厚くお礼を申し上げます。
　昨年も天災等による被害が各地に多々ございました。被災されました方々には心からお見舞いを
申し上げます。本年は平穏で心豊かに人々が支え合って笑顔で過ごすことができますように願って

おります。
　さて、少子高齢化や生活環境等の変化により、人と人のつながりが弱まり、孤立や孤独死のような社会問題が取り
ざたされておりますが、牧之原市においては社会福祉の根本でありますご近所や地域との温かな支え合いを通じて、
このような問題が皆無になりますようにご尽力をお願いいたします。牧之原市社協の職員も日々努力精進をいたしま
して、安心して暮らせるまちづくりに少しでも役立ちますように頑張っていきたいと思っております。
　結びに、皆様方のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げましてご挨拶といたします。

牧之原市社会福祉協議会　会長　鈴木　保　

年頭のご挨拶 

キャンドルで生きがい作り 
　12月5日総合健康福祉センターさざんかを会場に、
活き活き塾を開催し24人が参加しました。今回の企画
は、（有）三盟石販の山本様を講師に迎え、使い終わっ
た天ぷら油を使ったアロマキャンドル作りに挑戦しま
した。
　参加された皆さんは、アロマの優しい香りに包まれ
ながら、熱心にメモをとったり質問をしたりと、各テー
ブルごと賑やかに作業をすすめることができました。

「みんなで集まっての
作業はとても楽しかっ
た。家に帰ってからも
う一度やりたい」と嬉
しそうに感想を伝えて
くれました。

梅っ子ビタミンフェスタ in 地頭方
（地頭方小学校）に参加

　12月8日地頭方小学校を会場に、｢梅っ子ビタミン
フェスタin地頭方｣ が開催されました。当日は、今
年度福祉について学んだ4年生の教室に社協職員が
伺い、車いす、手話等、7グループに分かれの発表
を聞かせてもらいました。
　その発表の中で、子ども達は学んだことや調べた
ことをフリップにまとめ、「私は町で困っている人
がいたら声をかけて助けてあげたい。お年寄りにや
さしくしたい」など、
子ども達がふれあい
の中から感じたこと
や自分達ができるこ
とを、たくさん聞か
せてくれました。

福祉巡回車を1台いただきました 

募金合計
榛原地区：241,297円
相良地区：224,000円
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相良地区(敬称略・順不同)……………………………………………………
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・寺尾電器店・
矢部商店・東遠浄化槽管理センター・今村商店・近江産業・扇子家・相
良自動車修理・四ノ宮自動車工業・杉山ガラス店・中野ミシン電器店・
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・アキノ・八木康・名波伝十商店・牧之原市
商工会・大平薬局・ヤマ仁魚庄・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・マツヤデンキカワムラ相良店・グランドヴォーグ・
三和建設・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・はいやく・松下新聞店・四ノ宮印章・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・牧之原いな
ば園・酒井鉄工所・名波防水・赤堀水道・マルカワ川原崎商店・カネジュ
ウ農園・植一・仁藤農機商会・アグリス・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・のんき・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・プラテック
第2工場・タカラエムシーフードマーケットマム相良店・オイガックス・
スタッフ･アクタガワ・河原崎モータース・堀口外科医院（相良医師団）・
杉山設備・ヤマチョウ・今村肥料・坂口産業・神谷板金・カミヤ加工・
相良建設・竹市左官・大徳屋・神谷鐡工所・東遠製薬・ワシン産業・Ｔ
ＢＫ・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・相良漁業協同組合・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・畑食品・八太田・アロエランド・ケイ･レディー・
畑肥料店・ルート代行サービス榛南営業所・西中製材・大久保板金工業・
大久保建興・太田工業・共栄プレス工業・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・千代田
工業・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・静岡マグ
ネット・丸勝商店・牧之原丸牧茶農業協同組合・ヤマス・福田商店・島
田信用金庫牧之原支店・イチカワ塗装・笠原産業・ふくろ茶や・水野建
設工業・牧之原製作所・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・スズキ納整中日本・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・シ
ンチ加工・グロウブ・長野建材・プラテック・東萩間味香久園茶農業協
同組合・永田組・東萩間報徳社・ミズノグループ丸倉造園建設・三昇製
作所・マルスギ杉浦製茶・山は茶農業協同組合・グリンピア牧之原・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・原口土地・グレーティ
ングモード・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・ＮＯＫ静岡事業場・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・鈴木土建・マルイチ・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・ライフサー
ビス・南遠化工・小栗漁業・小栗農園・寺田工務店・モリプラ・相良青
果市場・ペニーレイン・佐藤菓子店・でんきのタッチ地頭方・カーメイ
ト松下・ヤマモト・小西薬局・ヤマク・カネヒロ・原口塗装・旅の館大
沢・山本農材
榛原地区(敬称略・順不同)……………………………………………………
ハイナン農業協同組合・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・東海タクシー・
島田信用金庫榛原支店・小林電気・榛原郡学生協・鈴木鉄工所・芙蓉・
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・大
石電機・榛南製作所・平和産業・二葉測量設計事務所・山吉・大幸商事・
松浦ポンプ・静波金型・マスダ・コーエイ榛原営業所・好葉園・田村俊
雄司法書士事務所・牧之原市観光協会・金剛パーカーライジング・共同
印刷・加藤燃料商会・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・オオムラセルフ静波
ＳＳ・榛原自家用自動車協会・加藤組・カネ子住宅・池田プロパン商会・
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・尾崎
石油・杉浦酒店・セイケン資材・増井製茶・増井建設・大石織布・榛原
クリーンサービス・山本水道工業・ヤマワ・石神製茶工場・プロスペア・
木村組・粂田建設・榛南自動車学校・曽根建工・フォルテ静岡・杉山繃帯・
誠心保険・山村化学・隆翔精工・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・川村翆香園・マツヤデンキカワムラ榛原店・山田機工・月星
商事静岡支店・松浦組・榛原工機・粂田商店・大豊物流・税理士法人知
久会計・飯塚税理士事務所・貫工業・佐藤寛事務所・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・かとう・大塚組・
スズキ工業・新井新聞店・西谷製茶・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・仁田特産農業協同組合・
友藤製作所・富士庄茶農協・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・
ハイナンサミットルーフ・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・ＳＡＷＡＤＡ・内藤園・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・中部精工・泉地商店・エ
コグリーン勝間田・木下組・丸三茶協同組合・日機装静岡製作所・ＹＳ
Ｋ焼津水産化学工業・三誠工業・浅井商店・高柳製茶・静岡ペナント社・
丸拓茶農業協同組合・矢崎部品ものづくりセンター・三栄化工・荒畑園・
三協ハウジング・東宅・原田工業・東洋精機・松下製茶機械・おちあい
製作所・うぐいす電設・柳原・大久保茶農業協同組合・牧南茶農業協同
組合・フクダ・富士坂製茶農業協同組合・小糸製作所榛原工場・伊藤園
産業・ジェイフィルム静岡事業所・大石建材・坂部第三製茶農業協同組
合・第一化成・神﨑運送・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・大三工業・農事組合法人さかぐち・愛工業・杉
山商事・和光堂・富士産業・御前崎削節・
常楽園・杉山水産・西谷プラスチック化
工・ヤクルト販売空港南センター・法光
寺・牧之原電気

※ 社名のみ
掲載させていただいております。

赤い羽根共同募金（法人募金）にご協力ありがとうございました

手作りカレンダーをありがとう
　昨年12月、つくしの家とつくしホームの両施
設の利用者から、“今年も1年ありがとう”と感
謝の言葉と毎年恒例の手作りカレンダーをいた
だきました。折り紙で工夫されていてとても可
愛らしく、心を込めて作ってあるのが伝わって
きました。本当にあ
りがとうございまし
た。

　「ＮＰＯ法人すけっと・まきのはら」は、デイサービスセンター「ぬくもり」
の介護事業を柱に草刈や河川の浚渫事業などをおこなうなど雇用を生み出
す活動をしています。
　また、それらの事業で得た収益をもとに高齢者や子育て世代向け講座の
開催や託児サービスなどの子育て支援活動、移動困難者の移動サービス（開
始予定）活動など、地域の人々と協働し、利用しやすい福祉サービスを提
供できるように活動しています。
（ボランティア募集中の活動内容）
　◎高齢者支援…デイサービスなどの集いの場にてレクリエーションのお手伝い
　◎子育て支援…託児やイベントのお手伝い
　◎移送サービス・福祉有償運送サービス（開始予定）のドライバー
　※活動に協力して下さるボランティアを募集して

います。
【申込み・お問い合せ】
　ＮＰＯ法人すけっと・まきのはら
　牧之原市西萩間118-6（若林）☎54-2100


