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

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

⑦ 社協陽だまり････････････････････☎ 22-4419

⑧ 牧之原市社協ホームヘルプサービス ･･･☎ 24-1165

⑨ 牧之原市社協ケアプランセンター ･･･☎ 22-6520

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 生活支援センターつばさ ･･････････☎ 53-2610

⑥ 生きがいデイあしたか ････････････☎ 52-5768

（令和２年10月９日　現在）

・相良区 様 ･･･････････････････････････････ マスク446枚
・連合静岡志太榛原地域協議会 様 ･･････････  マスク1,140枚
・長谷川幸子 様 ････････････････････････････  マスク25枚
・社会福祉法人賛育会相良清風園 様 ･････････  食料、洗剤等
・匿名 様 ･･･････････････････････････････････  50,000円
・ピアゴ榛原店 様 ･････････････････････････････  5,999円
・永海和子 様 ･･･････････････････････････････  30,000円
・東萩間報徳社 様 ････････････････････････････  5,000円
・匿名 様 ･･･････････････････････････････････  25,000円
・匿名 様 ･･･････････････････････････････････  10,000円
・匿名 様 ･･････････････････････････････････････  非常食

法律、心配ごと相談

新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、当日検温をさせて頂いております。
発熱している場合は相談を受けられないためご了承ください。

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】12月2日㈬、16日㈬、1月6日㈬、20日㈬
【時　間】10:00～15:00
※当日8:30より電話予約を先着8名様まで受け
　付けております。

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】12月9日㈬、23日㈬、1月13日㈬、27日㈬
【時　間】9:00～11:30
※事前予約を受け付けております。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

心配ごと相談（司法書士）

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 令和2年11月発行
第159号

牧之原
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） 最新情報更新中

配食ボランティア募集（榛原地区）
毎月第２、第４木曜日１１：００～１２：００に牧之原地区・静波地区の対象者宅（どちらかだけ
でも大丈夫です）へお弁当を届けてくださる方を募集します。お気軽にお問い合わせく
ださい！ 【問い合せ先】℡５２－３５００　　【担当】小川・長野

相良区 様

一羊会 様 うたしあ 様

連合静岡志太榛原地域協議会 様

お預かりしたマスクは
社会福祉法人一羊会様と
社会福祉法人花草会うたしあ様に届け、
施設の利用者様に使っていただける
よう有効活用させていただきます。
ありがとうございました。

詳しくは次のページへ！



市長もお祝いに来てくださいました。

生きがいづくりに

プラス運動！
9月30日（水）、地域で集いの場を支援する方々を
対象に“サロンステップアップ研修”を開催しました。
当日は、牧之原市元気アップ体操を監修されたリハ
ライフサポート九戸氏を講師に迎えて、高齢者の集
いの場や運動の必要性についてご教示いただきな
がら、集いの場に参加されている方々がいつまでも
元気でいるために、効果的な運動や声かけの秘訣
を教えていただきました。

100歳おめでとうございます。
いつまでもご健康で明るくお過ごし
くださいますようお祈りいたします。

社協 陽だまり 100歳のお祝い
平野たつ様
大正9年10月26日

得意なことを地域のために活かして、「これ
があるといいな…」というものをご自宅で
作れるように打ち合わせを行いました！

ちくちくぬいぬい
お家でできるボランティア！福祉教育体験して

考えよう！
10月8日（木）に川崎小学校にて福祉教育を行
いました。
今年度はコロナウイルスの影響により、実際に
当事者と触れ合うことができないため、高齢者
疑似体験を行いました。体験を通して当事者の
気持ちになり、自分にはどんなことが出来るか
考える時間となりました。

8月30日（日）に長野県松川町社協の災害ボラン
ティアセンター立ち上げ訓練に、今年度は新型コロ
ナウイルス感染症対策のためリモートで参加をしま
した。コロナ禍における松川町社協の災害ボラン
ティアセンターの運営方法を視聴後、ボランティア
センターで出来る感染症対策について情報交換を
行いました。

松川町合同災害
ボランティアセンター
立ち上げリモート訓練

☆長寿の秘訣は？
何でも食べる。昔は麦飯をよく食べた。
いろいろな人と関わりを持って助け合ってきた。

☆日ごろの楽しみは？
デイサービスに行くことが楽しみ。みんなと話を
したり小物を作ること♬

集いの場がはじまっています
コロナの影響でお休みされていた居場所が、新しい生活様式を取り入れなが
らはじまっています。お仲間と一緒に御参加下さい。遊びに行く際は、マスク
の着用をお願いいたします。
※ちょっくら処～しずなみは令和3年1月より開催を木・金曜日に変更します。

名 前

旧しずなみデイサービス
センター（静波1430-1）

商工会2階（波津691-2）

萩間公民館（中西333）

ちょっくら処～
しずなみ

ちょっくら処～
はぎま

ちょっくら処～
風

会 場 開 催 日

9:30～11:00

10:00～11:30

10:00～11:30

毎週火・木曜日

毎月1回15日

毎月1回第１水曜日

時 間
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