社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

牧之原

ふくしだより

第161号
令和3年3月発行

最新情報更新中

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）

地域 のた めにで きる こ と

株式会社ハイナン 様

有限会社一成 様

「牧之原市でお困りの方に役立てて欲しい」とお米300㎏、お茶ペットボトル720本を
提供していただきました。
牧之原市社協では「今日食べるものがない」といった生活困窮者支援のための食料を
随時受け付けています。皆さまのご協力をお待ちしています。
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これから旅立つ高校３年生に…

相良高校福祉教育
相良高校の就職・進学が決まり、受講希望のあった 3 年
生に対し、６回の福祉教育を行いました。
地域には、どのよ
うな人が生活しており、自分たちにできることは何か考え
るきっかけづくりとして行いました。
支援者や当事者から
話を聞き、事例を通して自分たちにできる事は何か、どん
なことが必要なのか考えました。
学習を通して生徒のみなさんから、住みやすい地域にす
るためにたくさんの意見
が話し合われ、有意義な
時間になったと感じまし
た。今後も様々な世代に
対し、福祉について学ぶ
機会を提供していきたい
と思います。

福祉の活動は、施設へのボラン
ティアしか知らなかったが、自分
にもできる事がたくさんあること
を知って協力したいと思った。

福祉の種類がいくつもあって、その
分だけ助けを求めている人がいると
わかった。そして、何か助けになれ
ることはないか気にしながら過ごし
ていきたいと思った。

福祉=介護というイメージから、

第1回：福祉事務所・
福祉=助け合いというイメージに
変わった。
社協について
第2回：高齢者について
第3回：生活困窮について
第4回：障害について
第5回：防災について
第6回：まとめ
～これから自分にできること～

みんなで楽しく学んだよ！

菅山小学校
菅山小学校4年生が、視覚障がいと聴覚
障がいについて学びました。当日に備え、
事前に学習をし、当事者へたくさんの質問
をしてくれました。また、手話や点字の体
験も行ったため、授業終了後「もっとでき
るようになりたい！」とクラス全体で更に
学習を深めてくれているとのことでした。

いっぱいはなしを
きくことができたよ！

これからも大切にしたい
人とのつながり
コロナ禍で集いの場の開催が難しいいま、集いの場に代わる取り組みが
各地域で実施されています。
集いの場支援者が参加者のお宅を定期的に訪問し、参加者の様子を伺い
ます。
「元気だった？」
「変わりない？」何気ない挨拶が住民同士を結び、再
開までの絆を深めています。

地域の元気パワー

牧之原市 消費者協会

大原ハッピークラブ
訪問活動の様子

消費者協会の皆さんと牧之原市社協との交流
会を行いました。旧町の時から活動を続けてい
る皆さんとたくさん意見交換を行い、消費者協
会の活動や今の牧之原市のこと、これからの牧
之原市についても話をすることができました。
これからも、協力できるところは一緒に活動で
きるような取り組みが出来ていけばいいな、と
思います。ありがとうございました！

大人のふくし寺子屋
牧之原コミュニティセンターでの集いの場『花さ
か塾』にて、地域の支え合い活動について学ぶ大人
のふくし寺子屋を開催しました。
地域での互助活動を共有しながら、参加者の方々
が普段から何気なくしている、おかずのおすそ分け
など“ご近所にしているちょっとしたこと”の大切さ
を再確認しました。

使用済み切手を
集めていただき、
ありがとうございました
皆様が寄付して下さった使用済
み切手を静岡県ボランティア協
会へ寄付致しました。たくさんの
ご協力ありがとうございました。

フードドライブへのご協力
ありがとうございました
この度はフードドライ
ブにご協力いただきあ
りがとうございました。
今 回、皆 様 の ご 協 力 で
74kg の食料が集まりま
した。生活困窮者の方々
への支援物資として活
用させていただきます。

車いすの貸し出しを行っています。

牧之原市社協では市内に住む歩行が困難な方に向けた車いすの貸し出しを行っています。

自走式

介助用

リクライニング

■利用できる方 市内在住・在勤の方で構成される組織や団体、または個人、学校関係等
■利 用 料 金 無料
■申し込み方法 社協までお電話をいただき空き状況を確認して予約を入れてください。
予約後は利用予定日の1週間前までに申請書にご記入の上、社協まで申し
込んでください。
貸出期間は原則１週間以内です。
■ 問 合 せ 相良事務所 ☎52-3500 榛原事務所 ☎22-5187

申請書はこちらからも
ダウンロードできます。

賛助会費納入お礼について
「市民一人ひとりと地域が創る幸せあふれるまち」の実現に向けて、
地域福祉活動の財源として 1 口 5,000 円での賛助会費納入を依頼させていただきました。
ご協力ありがとうございました。
（R3.3.2 現在）
東萩間報徳社、(有)山万茶葉、太平薬局、(株)荒畑園、相良建設(株)、(株)ハチマル、牧之原市商工会、サンコー精産(株)、
(有)山下オート商会、(有)寺田設備、(株)シンドウ商店、(株)トツカ、(株)ヤマモト、(有)原田工業、藤浦工業(株)、(株)笠原産業、
マツヤデンキカワムラ榛原店、(有)二葉測量設計事務所、(株)加藤組、山本産業(株)、(有)酒市場木村屋、増田工業(株)、
(株)榛南綜合家具センター、(株)本杉製作所、(有)オイガックス、(株)伊東フーヅ、静岡三和梱包運輸(株)、(株)榛南自動車学校、
岩堀電設(株)、(株)百姓園、(株)川崎建設、(株)渡辺産業、(有)河原崎モータース、(株)大和工業、カツマタ自動車販売(株)、本目商事(株)、
(株)名波土建、名波防水、相良物産(株)、静和事務機(株)、(株)ハラダ製茶農園、(有)スズキ工業、(有)三和化学、(有)竹市左官、
(株)河村バーナー製作所、(株)おしゃれの店、(株)杉山商事静岡事業所、(株)門田電話工業所、東洋製罐(株)静岡工場、(株)相良青果市場、
曽根建工(株)、(有)静波オート、農事組合法人さかぐち、島田掛川信用金庫相良北支店、(株)いなば園、(有)ナカジマ自動車、(有)寺田燃料、
(株)小栗農園、(株)相良ドラゴンズクラブ、マルダイ海藻(有)、榛原自家用自動車協会、(株)三中製茶、飛鳥建設(株)、(株)野村商店、
(株)ブンテン、(株)小糸製作所相良工場、(公財)星いきいき社会福祉財団、(有)榛原クリーンサービス、(株)プラテック、第一化成(株)、
(株)まるまき、(株)好葉園、(有)土屋商店、山は萩間茶農業協同組合、(株)はなここ、(株)山下新聞店、(有)鈴木樹脂、中田産業(有)、
増田塗装(有)、(有)ささ屋、増井建設(株)、(株)相良燃料、榛南ロータリークラブ、坂三坂部茶農業協同組合、(有)アロエランド、
(株)大日商会静岡工場、勝間田開拓茶農業協同組合、静波リゾート開発(株)、今村肥料(株)、大豊(株)、(株)矢部製作所、(有)まるまる園、
(有)スズカケ、富士勝茶農業協同組合、栗山石油店、(有)オクトパス産商、(有)池田屋、小塚建設(株)、(株)木村組、(有)ナガノ工機、
大洋電設(株)、誠心保険(有)、(株)佐藤自動車、柴田自動車(株)、ワシン産業(株)、日機装(株)技術開発研究所、遠州工機(株)、(有)アイエル、
(株)榛南水道、(有)内藤印刷、(株)タカヤナギ、東萩間味香久園茶農業協同組合、(有)原崎工務店、中部日本トラベル(株)、(株)エノテック、
(有)榛原衛生社、(株)カワムラ、(有)カミヤ加工、(資)矢部商店、司法書士 田村俊雄事務所、(株)スーパーラック、四ノ宮自動車工業(株)、
(有)久保損害保険事務所、(株)ダイシン、(株)伊藤園生産本部、スルガ銀行(株)相良支店、(株)ハイナン、(株)内藤園、(株)明建、
(株)神谷鐵工所、富士ツバメ(株)、(株)アライ、榛南建材(株)、(有)ヤマス、(株)三浦石油、スルガ銀行(株)榛原支店、(資)日吉屋、
(株)丸紅、(株)ヤマク、(有)東環クリーン、(株)うおとも、日本コルマー(株)静岡工場、榑林建設(株)、山本電機(株)、共和建設(株)、
ＴＤＫ(株)静岡工場、(株)カワシマテクノ、伊藤園産業(株)、(株)マルユウトラベル、野ヶ本建設(株)、イトウシャディ(株)、(株)京王商事、
(株)牧南社、(有)マスダ、(有)西原フルーツ、(株)静良、マルサ海藻斉田商店、東遠ガス熔材(株)、(株)栗山商店
（敬称略、順不同）

令和２年度赤い羽根共同募金活動報告
10 月 1 日から 12 月 31 日にかけて実施しました赤い羽根共同募金運動では地
域の皆様方からのご協力により、下記のとおり多額の募金へのご協力をいただきあ
りがとうございました。今年度ご協力いただきました募金は、次年度の社会福祉協議
会で実施します地域福祉事業や生活困窮世帯への支援、地域の福祉施設等に配分さ
れ、地域福祉推進のために活用させていただきます。

令和２年度赤い羽根共同募金集計額
一般募金

区分

戸別募金

金額

備考

3,730,500円 11,070 世帯

法人募金

659,000円 175 法人

学校募金

85,784円 8 小学校

職域募金
その他の募金
合計

102,744円

戸別募金
合計

2 中学校

2 高等学校

牧之原市役所、静岡銀行（榛原支店、相良支店、
御前崎支店）、社協職員、民生委員

45,762円 社協窓口等、地区社協、一般寄付者、自動販売機
4,623,790円

地域歳末たすけあい募金
区分

5,321,290円

金額

備考

697,500円 11,070 世帯
697,500円

法人募金報告

赤い羽根共同募金（法人募金）へのご協力ありがとうございました。
（株）アイ・アンド・エム、はまゆう、中部日本トラベル（株）、イトウシャディ（株）、
（株）松浦組

（R2.12.15 以降にご協力いただいた事業所）

学校募金の様子
学校募金へのご協力ありがと
うございました。
みなさんからの温かい気持ち
を牧之原市の地域福祉のために、
大切に活用させていただきます。
地頭方小学校

牧之原小学校

（令和３年２月３日現在）

・昭和31年度川崎中学校卒業3年Ｅ組 様 ... 10,000円
・匿名 様 ........................................................ 10,000円
・舞踊あざみ会 様.............................................5,000円
・小糸製作所労働組合榛原支部 様 ..................... 寄附金
・匿名 様 ...........................................................7,070円
・全矢崎労働組合榛原支部 様 ...................... 90,000円
・全矢崎部品
（株）
ものづくりセンター 様 .......97，
999円
・
（株）
小糸製作所労働組合相良支部 様 ........ 26,612円
・相良保育園 様 ............................................. 16,648円
・中部電力浜岡原子力総合事務所
安全衛生推進協議会 様 .............................. 78,226円
・匿名 様 ...........................................................1,000円
・匿名 様 .............................................................. 寄附金
・匿名 様 .............................................................. 寄附金

・匿名 様 ･･･････････････････････････････････寄附金
・名波勝彌 様 ････････････････････････････30,000円
・米持貴弘 様 ･･････････････････････････ 300,000円
・川村はるえ 様 ･･････････････････････････ お米20㎏
・若林恵美子 様 ･･･････････････････････ ガステーブル
・匿名 様 ･･･････････････････････････････････寄贈品
・匿名 様 ･････････････････････････････････ オムツ等
・匿名 様 ･･･････････････････････････ お米30㎏、麺類
・榛南青年会議所 様 ････････････････食糧品、調味料等
・ほのぼの会 様 ････････････････････食糧品、調味料等
・相良清風園 様 ････････････････････食糧品、調味料等
・
（有）
一成 様 ･･････････････ お茶ペットボトル30ケース
・
（株）
ハイナン 様 ････････････････････････ お米300㎏
・匿名 様 ･･･････････････････････････････10,000円

相良清風園 様

榛南青年会議所 様

傾聴療法士養成講座
人は不安や孤独を感じ悩んでいるとき、誰かに

話を聞いてもらい自分の気持ちが精神的安定を

覚え、穏やかな心、生活が取り戻せるようになり

ます。そんな上手な聴き手としての「心と能力」
を
備えた人になるための講座です。脳科学、心理
学に根ざした傾聴療法を講じます。全日程を受
講して、課題レポートを提出し、承認を得れば準

傾聴療法士の資格が取得できます。
（別途費用）

受講生募集

日

時 4月3日
（土）
、6月5日
（土）
、11月13日
（土）
12：30～17：00
会
場 牧之原市総合健康福祉センターさざんか 2階会議室
受 講 費 12,000円
（初回全納）
受講方法 電話申込み
（締切3月25日㈭）
090-1868-5711
（石川）
主
催 NPO法人日本精神療法学会
共
催 心の談話室 牧之原
後
援 牧之原市、牧之原市社会福祉協議会

法律、心配ごと相談
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】4月7日㈬、21日㈬、5月6日㈭、19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。

心配ごと相談（司法書士）

【会 場】市民相談センター（☎23-0088）
【期 日】4月14日㈬、28日㈬、5月12日㈬、26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ください。

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。

