
牧之原 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

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）

平成27年3月発行

第 113号

マッキーちゃん

【会　場】相良事務所、榛原事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

※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）

貸付相談

【問合せ】
生活支援センターつばさ（☎ 53-2610（相良地区））
生活支援センターやまばと（☎ 29-0223（榛原地区））

障がい者の生活相談　毎週月～金曜日（8:15～17:00）

【問合せ】
地域包括支援センターさがら（☎53-1900（相良地区））
地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822（榛原地区））
※お電話は24時間受け付けます。

在宅介護（介護機器）相談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】4月1日㈬、15日㈬〔第1・第3水曜日〕
【時　間】（10:00 ～ 15:00）

※受付は当日8:30 ～（先着8名）となります。（電話
予約のみ）

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）
【日　時】4月8日㈬、22日㈬〔第2・第4水曜日〕
【時　間】9:00 ～ 11:30

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会　場】相良事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

福祉総合相談・ボランティア相談

　２月23日～３月3日の９日間、相良総合センターい～らにて“ふれあい・いきいきサロン作品展”が開催されま
した。万華鏡や切り絵、牛乳パックを使用した小物入れなど個性豊かな作品が集まり、会場が鮮やかに彩られました。
　また本年度は、折り紙で気軽にできる、ひな人形づくりのブースも設けられており、来所した方たちを楽しませ
てくれました。

個性豊かな作品ばかりでした

福祉車輛貸し出します

生活福祉資金貸付制度のご案内

い～ら管理人を募集します

日常生活自立支援事業のご案内

【対　象　者】市内在住で1人では外出が困難な高齢者・障がい者
【貸出時間】8:30 ～ 17:00まで
【利用方法】貸与者・運転者の登録（年度更新）が必要です。登録後は利用の1週間

前までに電話予約をお願いします。
※車輛の種類や詳細については社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。

　社会福祉協議会では、福祉車輛（車椅子のまま乗り降りができる車輛）の貸し出しを
行っています。病院への通院等、必要な方はご利用ください。

　「低所得や失業により生活費が補えない、高校・
大学の進学での、入学金・授業料を支払うことがで
きない」そのようなことでお困りの方に、資金貸付
のご相談に応じます。生活福祉資金は低所得世帯、
障がい者世帯、高齢者世帯を対象とした貸付制度で
あり、貸付を利用することで世帯が自立し、生活維
持することができるようサポートします。

【問合せ】相良事務所　☎52-3500

【勤務場所】相良総合センターい～ら
【募集人数】1名
【勤務時間】平日17:00 ～ 22:15（夜間）

休日 8:15 ～ 17:15（日中）
17:15 ～ 22:15（夜間）

※平日・休日夜間は、利用者使用終了
後までの勤務

【勤　務　日】月曜～日曜（3名交代制）
【勤務内容】貸館、利用申請書受付ほか
【応　　募】電話連絡後、履歴書を持参
【問　合　せ】相良事務所　☎52-3500

　福祉サービスの利用手続きや日常的金銭管理のお手伝いを
して、安心した生活をサポートします。

【対象者】認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など
判断能力が不十分な方

【内　容】福祉サービスの利用手続きや情報提供
日常的なお金の管理
通帳や証書など大切な書類のお預かりサービス

【利用料】1回1,000円（生活保護を受け
ている方は無料）
※ご相談は無料です
※利用するには一定の判断能

力が必要となります
【問合せ】相良事務所　☎52-3500

　先月号（第112号）の掲載記事「牧之原市社協賛助会費
のお願い」の中で、地位風刺事業と表記させていただきまし
たが、正しくは地域福祉事業の誤りでしたので、ここに訂正
してお詫び申し上げます。

〒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

③ 相良デイサービスセンター …… ☎ 52-5553
④ 地域包括支援センターさがら … ☎ 53-1900
⑤ 相良ホームヘルプサービス事業所 ☎ 53-2212
⑥ 相良居宅介護支援事業所 ……… ☎ 87-2327
⑦ 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑧ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

⑨ デイサービスセンターうたり … ☎ 22-4419
⑩ 榛原ホームヘルプサービス事業所 ☎ 24-1165
⑪ 榛 原 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ……… ☎ 22-6520

① 相良事務所 ② 榛原事務所

ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp
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ご寄付 善意のご寄付をいただき
ありがとうございました

・牧之原市立川崎小学校　様
・榛南地区労働者福祉協議会　様

・ユニー株式会社ピアゴ榛原店　様　6,886円
ぬいぐるみ他　94点

お詫び



楽しく子育て奮闘中!! 

有限会社山万茶業
株式会社佐藤自動車
本目商事株式会社
有限会社オイガックス
株式会社門田電話工業所
相良自動車修理株式会社
株式会社荒畑園
株式会社うおとも
大興金属株式会社
有限会社土屋商店
榛南建材株式会社
藤浦工業株式会社
株式会社大阪屋薬局
有限会社榛原衛生社
マルダイ海藻有限会社
川原崎商店
株式会社ヤマモト
株式会社松下製茶機械
静岡三和梱包運輸株式会社

曽根建工株式会社
増井建設株式会社
岩堀電設株式会社
掛川信用金庫相良支店
共和建設株式会社
有限会社静岡マグネット
株式会社川崎建設
株式会社カワムラ
株式会社榛南綜合家具センター
株式会社おしゃれの店
株式会社本杉製作所
有限会社スズカケ
丸ス工業株式会社
株式会社小栗農園
株式会社友藤製作所
富士ツバメ株式会社
司法書士田村俊雄事務所
今村肥料株式会社
株式会社加藤組

株式会社河村バーナー製作所
ワシン産業株式会社
スルガ銀行株式会社相良支店
合資会社日吉屋
株式会社榛南自動車学校
有限会社三和化学
株式会社伊東フーヅ
株式会社名波土建
株式会社スーパーラック
静央ハウス株式会社
坂三坂部茶農業協同組合
山本産業株式会社
株式会社丸紅
牧之原市商工会
スルガ銀行株式会社榛原支店
円成寺
株式会社ＳＡＷＡＤＡ
株式会社シンドウ商店
有限会社寺田燃料

相良製材株式会社
有限会社旅クラブ
有限会社トシズ
有限会社加藤燃料商会
カツマタ自動車販売株式会社
㈱アクタガワ　アクタガワハートフルホーム相良
株式会社酒井鉄工所
東萩間報徳社
株式会社大平薬局
中田産業有限会社
有限会社イリヤマタ名波製茶
イトウシャディ株式会社相良店
株式会社カーメイト松下
中央電工有限会社
株式会社髙塚モータース
有限会社河原崎モータース
静波リゾート開発株式会社
有限会社原田工業
株式会社大日商会

税理士法人知久会計
榛原プロパンガス協同組合
株式会社明建
有限会社神崎運送
株式会社相良燃料
株式会社相良ドラゴンズクラブ
株式会社山下新聞店
株式会社鈴木土建
有限会社カミヤ加工
近江産業株式会社
株式会社静良
有限会社アイエル
島田信用金庫相良支店
有限会社ダックスオート
増田工業株式会社
株式会社フォルテ静岡
日本コルマー株式会社静岡工場
サンコー精産株式会社
大洋電設株式会社

株式会社アキノ
株式会社笠原産業
有限会社原崎工務店
有限会社榛原クリーンサービス
有限会社小西薬局
ハイナン農業協同組合
株式会社アライ
野ケ本建設株式会社
大三工業株式会社
株式会社カネハチ
農事組合法人さかぐち
有限会社西原フルーツ
小塚建設株式会社
大豊株式会社
牧之原丸牧茶農業協同組合
栗山石油店
有限会社鈴木樹脂
株式会社ヤマク
株式会社京王商事

株式会社野村商店
有限会社内藤印刷
有限会社マスダ
株式会社プラテック第一工場
日機装株式会社静岡製作所
株式会社ハチマル
株式会社小糸製作所相良工場
株式会社トライツナプロダクト
株式会社伊藤園静岡相良工場
有限会社寺田設備
株式会社牧之原いなば園
株式会社ひまわり保険企画
株式会社いとう時計店
日将株式会社
富士勝茶農業協同組合
釘ケ浦建設株式会社
有限会社内藤新聞店
有限会社ヤマス
有限会社アロエランド

株式会社百姓園
東洋製罐株式会社静岡工場
四ノ宮自動車工業株式会社
株式会社矢部製作所
月星商事株式会社静岡支店
株式会社みつぼし
仁田特産農業協同組合
株式会社フード・デリ
株式会社ハイナン
誠心保険有限会社
伊藤園産業株式会社
有限会社池田屋
株式会社木村組
株式会社栗山商店
株式会社第一防災
飛鳥建設株式会社

賛助会費にご協力ありがとうございました

牧之原市に住み始め、地域の
ことを知ったり、たくさんの
友だちを作りたい！と思い参
加し始めました☆いまは企画
を立てて形になっていくのが
すごく楽しいです。

もともと、子ども好きだったこ
ともありますが、友人に誘われ
たことや地域交流のきっかけに
なると思い参加しています。製
作大好き、みんなでいろいろや
るのが大好きな主婦で～す♥

　のびのび子育て井戸端会議は、0歳児から未就園児の子どもとその保護者が、地域の情報や育児の情報交換の場
として開催しています。現在、一緒に活動してくれるメンバーを募集中！！
子どものリズムに合わせて、子育てを楽しみながら一緒に参加しませんか？

【問合せ】相良事務所　☎52－3500

鬼は外！福は内！大きな声で鬼退治！

　のびのび子育て井戸端会議では2月3日「節分の日」に、豆まきを行いました。はじめは、鬼のお面作りをし、
子ども達による個性豊かな鬼のお面がたくさんできました。また、主任児童委員さん扮する鬼も登場し、驚いて泣
いてしまう子もいましたが、会場のみんなで鬼を退治することができました。最後はお菓子まきを行い、両手にあ
ふれるほどのお菓子を持ち、子ども達の嬉しそうな笑みで、とても楽しい井戸端会議となりました。

　２月17日と３月３日に島田市レクリエーション協会理事長 小澤康恵氏を迎えて、介護予
防レクリエーション講座を開催しました。当日は、高齢者にみられる心と身体の変化を共
有しながら、笑顔であふれるレクリエーションの指導をいただきました。

【目　的】要約筆記とは、聴覚障がい者（とりわけ中途失聴・難聴者）へのコミュニケーション支援として、その場の話
を文字で伝える通訳です。この要約筆記者を養成する講座を、計92時間で行います。
聴覚障がい・日本語・社会福祉の基礎知識を学び、要約筆記の方法と実技を習得し、修了後は、登録試験を経て、
地域で活動していただくことを目的に実施します。

【日　程】平成27年5月13日㈬～平成27年12月13日㈰の　水・日曜日
午前10時～午後3時（昼休み１時間）

【会　　場】静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区駿府町）内　聴覚障害者情報センター会議室　他
【受　講　料】無料
【教　材　費】要約筆記者養成テキスト代（上下巻２冊で3400円）
【受講条件】①静岡県内在住・在勤の18歳以上の方

②修了後、登録試験を経て、地域での活動ができる方
③パソコンコースは、タッチタイピングができ、80字／分以上の入力が可能で、自己所有のWindows ７

又は８のノートパソコンを持参できる方
【終了条件】8割以上の出席を修了条件とします
【定　　員】20名　（手書きコース10名・パソコンコース10名）
【申　込　み】申込みをご希望される方は、事前に静岡県聴覚障害者情報センターへご連絡ください。

〒420-0856　静岡市葵区駿府町1番70号　静岡県総合社会福祉会館５階
静岡県聴覚障害者情報センター　要約筆記担当宛　
TEL　054-221-1257　FAX　054-221-1258　E-mail： wbs60138@mail.wbs.ne.jp

【募集締切】平成27年4月15日（水）　

やる気、元気を引きだそう！

平成27年度　静岡県主催　要約筆記者養成講座
手書きコース・パソコンコース〈中部〉受講生募集

●共通コース
5月 13㈬・20㈬・31㈰
8月 2㈰・5㈬
9月 2㈬・9㈬・16㈬
11月 15㈰午後・25㈬・29㈰
12月 13㈰

●手書きコース　※全て水曜日
6月 3・10・24
7月 8・15
9月 30
10月 7・14・21・28
11月 4・11

●パソコンコース　※全て日曜日
6月 7・21
7月 5・12・19
9月 13
10月 4・11・18
11月 1・8・15(午前)

今月号に掲載できなかった企業につきましては、次号以降に掲載させていただきます。（順不同・敬称略）


