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

・古川 良朗 様 ・ＴＤＫ株式会社加湿器対策本部 様
・小糸製作所労働組合相良支部 様（書き損じハガキ､ 切手､ テレホンカード）
・匿名 様（トイレットペーパー､ 食品）

のびのび子育て井戸端会議のお知らせ
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。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？
【日
時】６月３日（金）10：00 ～ 11：30
要申込
【会
場】相良総合センターい～ら
【内
容】音楽会
～楽器の音色を楽しもう～
【申込み・問合せ】
相良事務所（☎52-3500）

福祉講演会開催のお知らせ
「第２弾親なき後を考える」精神病を患う患者をもつ家族、
障がいのあるなしに関わらず、高齢化に伴う大きな問題を
ワークショップなどを通して対処の仕方を考えてみましょう。
【日
時】６月11日（土）13：30 〜16:30
【会
場】総合健康福祉センターさざんか
【講
師】高森信子 氏（心の相談カウンセラー）
【参 加 料】無料
【申込み・問合せ】NPO法人精神保健みどり会
（☎22-4784）担当：加藤
（☎52-3767）担当：小俣

＊平成28年２月ふくしだより「生活困窮者特集」にて“ご
家庭に眠っている食料品”の寄付をお願いしたところ、
地域の方から様々な品物の提供をいただきました。ご理
解、ご協力ありがとうございます。

平成28年度さざんかふれあい広場の
参加団体募集!!
社会福祉協議会では、10月２日（日）
〈荒
天時：９日（日）〉に、総合健康福祉センター
さざんかで実施予定の「さざんかふれあい
広場」への参加団体を募集します。
【募集内容】出展、当日の運営サポート等
※１．部活動や委員会を単位とする申込可
２．個人での参加はご遠慮下さい
【申込み・問合せ】相良事務所（☎52-3500）

牧之原

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」
）
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健康づくりリーダー養成講座の受講生募集

ぬいぬい

健康づくりリーダーは、市民が健康になるために、地域で
介護予防の啓発活動等をするボランティアです。高齢者と楽
しく過ごすレクリエーションの方法や高齢者疑似体験などか
らだを使って楽しく学びます。
【日 に ち】６月16日（木）〜７月29日（金）のうち４日間
【会
場】相良総合センターい〜ら及び総合健康福祉セン
ターさざんか
【参 加 費】無料
【対
象】市民の方（70歳未満の方優先）
【申込期限】５月31日（火）
【申込み・問合せ】健康推進課（☎23-0024）

ボランティア

第 1 回介護者のつどい ～梅雨を美味しく乗り切ろう～
雨が降り続きじめじめしがちな梅雨。気分も重くスッキリしませんね。何かとネガティブな気持
ちになりがちな梅雨にむけて元気の出る料理を作ってみませんか？市内にて、中華料理屋を営んで
いる方を講師に招き、手軽にスタミナと栄養が摂れる料理を作ってみましょう！
【日 時】５月28日（土）9：30 ～ 13：00
【場 所】総合健康福祉センターさざんか 調理室
【対 象】牧之原市在住で、在宅で介護をされている方、これまで介護を経験された方、将来的な介護に不安を感じている方。
【定 員】20名（定員になり次第締め切り）
【申込先】地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822）担当：石橋、地域包括支援センターさがら（☎53-1900）担当：松井

相談
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）
【期 日】６月１日㈬、15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）

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会
【期
【時

場】市民相談センター（☎23-0088）
日】６月８日㈬・22日㈬・29日㈬
間】9:00 ～ 11:30

福祉総合相談・ボランティア相談

【会
【期
【時

場】相良事務所
日】毎週月～金曜日
間】8:15 ～ 17:00

生活困窮者相談窓口

【会 場】相良事務所
【期 日】毎週月～金曜日
【時 間】8:15 ～ 17:00
経済的な困りごとを抱えた方の生活の立て直しをは
かるための相談窓口です。

障がい者の生活相談

【期 日】毎週月～金曜日（8:15 ～ 17:00）
【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）
）

在宅介護
（介護機器）
相談

【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。

給食キャップ
完成〜!!

裁縫の好きな方や興味のある方が集まって、給食サービスの調理ボランティアさんたちへ
プレゼントする給食キャップをチクチクぬいぬいしていただきました。わいわいガヤガヤ
楽しい活動をしています。給食キャップが完成後も、定期的にお仲間といろんな作品を製
作する予定です。興味がある方は相良事務所へお問い合わせ下さい。

①相良事務所
〒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:houjin@makinohara-shakyo.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

②榛原事務所
〒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

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
ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp
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牧之原市災害ボランティアコーディネーター総会を開催！
第１部では、昨年度の活動報告や本年度の活動について意見交換が行われ、第２部では、静岡市消防局職員池田氏
から「消防の広域化について」ご講話をいただきました。消防が広域化されたことにより、初動体制が強化され、統
一的な指揮の下で、早期に効果的な消防活動が展開されることがわかりました。
牧之原市災害ボランティアコーディネーターは、大規模災害に備えて、毎月定例会を行っています。今年度も災害
ボランティアコーディネーター養成講座を開催する予定がありますので、興味がある方はぜひ参加して下さい。

牧之原市のふれあい ･ いきいきサロン事業の
活性化に向けて
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、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い、支え合うことを目的としたふ
れあい･いきいきサロン活動事業の活性化に向けて、サロン事業
連絡会を開催しました。本年度は４丁目「はづき会」の登録があ
りました。当会では地域の方々が、これからも元気でその人らし
く生活できるよう、これからも支援します。

事業連絡会会長の挨拶

須々木お元気クラブ

西川 宣男

牧之原市内において、43団体がサロン活動を開催されています。参加者の方々はサ
ロンに出かけ、健康体操やレクリエーション等の活動を通して、介護予防のことや情報
交換を楽しみに参加されています。各サロンでは、新しいお仲間や協力員ボランティア
を待っています。
そんな楽しいサロンにあなたも仲間入りしませんか？

防災倉庫
設置完了！

サロン協力員ステップアップ研修を開催します
日常から実施しているレクリエーションや体操について、理
学療法士の方からアドバイスをもらう機会です。皆さんが、感
じている、あんなこと、こんなこと、いろんな疑問を解消しま
しょう！

相良総合センターい～ら駐車場内に防災倉庫が設置され
ました。
牧之原市災害ボランティアセンターの拠点として、
有事の際に対応するべく資機材の備えを進めていきます。

熊 本 地 震 について
平成28年４月14日の九州地方を震源とする熊本地震によ
り、人的被害をはじめ、家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、
熊本県の全市町村に災害救助法が適用されました。熊本県共
同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、義
援金の募集を実施しております。

牧之原市ボランティア
連絡会総会が行われました

義援金の名称：平成28年熊本地震義援金
受 付 期 間：平成28年４月18日（月）～
平成28年６月30日（木）
振

込

先：ゆうちょ銀行

日 時 ６月28日（火）13：30 ～ 15：00
会 場 相良総合センターい～ら
講 師 榛原総合病院 理学療法士
持ち物 のみもの ＊動きやすい服装でお願いします。
参加費 100円
問い合わせ・申し込み 相良事務所（☎52-3500）

00950–2–174321

熊本県共同募金会熊本地震義援金
（くまもとけんきょうどうぼきんかい
くまもとじしんぎえんきん）
また、募金箱を相良事務所（相良総合センターい～ら内）
及び榛原事務所（老人福祉センター内）に設置しましたので、
ご協力をお願いします。

４月28日に菅山小学校の皆さんより義援金を
いただきました。
児童の皆さんから「熊本のために、私たちにで
きることはないか！」との声があがり、募金活動
をはじめたということです。
たくさんの善意をありがとうございました。

４月16日総合健康福祉センターさざんかにて、平成28
年度牧之原市ボランティア連絡会総会が行われました。第
２部では「うぐいす」の皆さんによるハーモニカ演奏や「牧
之原市花の会」の皆さんからこけ玉づくりを教えていただ
き、交流を楽しみながら各ボランティアグループへの理解
を深めました。本年度もみなさんの活躍を期待しています。

（昨年度の様子）

