ご 寄 付

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」
）

善意のご寄付をいただきありがとうございました。
（R3.8.12現在）

●匿名様

寄附金10,000円

●匿名様

お米30㎏×2袋

●ピアゴ榛原店様

寄附金66,050円

日用品等
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第

マッキーちゃん

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頂きました。

号

令和 3 年 9 月発行

牧之原

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 ）

ご協力ありがとうございました。 (R3.8.24 現在 )
司法書士田村俊雄事務所、㈲二葉測量設計事務所、相良建設㈱、㈱渡辺産業、名波防水、ニュージャパンヨット㈱、大平薬局、㈲土屋
商店、㈲三和化学、㈲池田屋、㈲酒市場木村屋、(公財)星いきいき社会福祉財団、㈲オクトパス産商、㈱加藤組、㈱榛南綜合家具センター、
㈲スギモトシート、㈱カーメイト松下、㈱竹内鉄工、㈱シンドウ商店、㈱相良青果市場、㈲オイガックス、河原崎モータース、㈱プラテック、
坂三坂部茶農業協同組合、島田掛川信用金庫相良支店、山本産業㈱、㈱大日商会静岡工場、㈲久保損害保険事務所、マルダイ海藻㈲、
㈱河村バーナー製作所、岩堀電設㈱、㈱荒畑園、飛鳥建設㈱、㈱カーズ牧之原、㈱矢部製作所、榑林建設㈱、富士勝茶農業協同組合、
共和建設㈱、㈱三浦石油、今村肥料㈱、㈲内藤新聞店、相良建材㈱、㈱神谷鐵工所、オシャレ、㈱ブンテン、増井建設㈱、㈱三中製茶、
誠心保険㈲、㈲原田工業、相良物産㈱、㈲スズカケ、㈾日吉屋、㈱みつぼし、マツヤデンキ カワムラ榛原店、㈲山万茶業、ハイナン農業
協同組合、大洋電設㈱、ファミリーケアショップマスダ、㈱はなここ、㈱タカヤナギ、ワシン産業㈱、㈱ダイシン、勝間田開拓茶農業協同
組合、農事組合法人さかぐち、サンコー精産㈱、中部日本トラベル㈱、第一化成㈱、㈱相良ドラゴンズクラブ、南遠化工㈱、富士ツバメ㈱、
㈱伊藤フーヅ、㈲静波オート、㈱杉山商事 静岡事業所、㈱まるまき、東遠ガス熔材㈱、牧之原市商工会、㈱本杉製作所、㈱うおとも、
㈱友藤製作所、㈱カワシマテクノ、㈲大杉組、㈱松浦組、㈱エノテック、㈲アイエル、㈱川崎建設、㈲鈴木樹脂、カツマタ自動車販売㈱、
㈲内藤印刷、㈱百姓園、カルチャープラント㈲、㈲トシズ、㈱いなば園、㈱相良燃料、㈱鈴木土建、栗山石油店、㈱内藤園、山は萩間
茶農業協同組合、㈲榛原クリーンサービス、㈱山下新聞店、㈲まるまる園、㈾矢部商店、㈱さつき自動車、㈱ハラダ製茶農園、㈱トツカ、
静波リゾート開発㈱、スルガ銀行㈱榛原支店、原口塗装㈱、㈱佐藤自動車、増田塗装㈲、曽根建工㈱、㈱榛南自動車学校、㈱タキ電装、
㈲ナカジマ自動車、藤浦工業㈱、㈱笠原産業、小塚建設㈱、スルガ銀行㈱相良支店、本橋金属工業㈱、東萩間味香久園茶農業協同組
合、本目商事㈱、榛南建材㈱、㈱名波土建、増田工業㈱、㈲竹市左官、㈱いとう時計店、四ノ宮自動車工業㈱、㈲ささ屋、中田産業㈲、
㈱小栗農園、㈲原崎工務店、㈱第一防災、柴田自動車㈱、㈲寺田設備、㈱アライ、大豊㈱、㈱静良、㈱高塚モータース、野ヶ本建設㈱、
㈱門田電話工業所、山本電機㈱、㈱木村組、㈱カワムラ、㈱野村商店、㈲山下オート商会、ミクニパーテック㈱、ＴＤＫ㈱静岡工場、榛
原自家用自動車協会、㈲カミヤ加工、㈱スーパーラック、榛南ロータリークラブ、イトウシャディ㈱、カネジュウ農園㈱、㈱ヤマク、芝田重
機㈲、㈲アロエランド、㈲榛原衛生社、㈱小糸製作所相良工場、伊藤園産業㈱、㈱ヤマモト、㈱ハチマル、日機装㈱技術開発研究所、釘
ケ浦建設㈱、静岡三和梱包運輸㈱、アクタガワハートフルホーム相良、㈱栗山商店、㈱京王商事、㈲東環クリーン、㈱丸紅、静和事務機㈱、
㈱伊藤園生産本部、東洋製罐㈱静岡工場、㈱大和工業、㈱ハイナン、㈱マルユウトラベル、遠州工機㈱、㈱好葉園
(敬称略、順不同）

祝 敬老の日

「居場所」に来られている方に
インタビューしました。
氏

ふくしだより
名

生年月日

大正10年9月20日生まれ
（100歳）

氏

期 日 10月6日(水)、20日(水)、11月4日(木)、17日(水） 期 日 10月13日(水)、27日(水)、11月10日(水)、24日(水)
時 間 9:00 ～ 11:30
時 間 10:00 ～ 15:00

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。
新型コロナウイルス感染症の状況により、対面相談を中止し、電話相談となる場合があります。

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

相良庁舎 ④⑤

〒

本通り

③

⑥

150号線
サンビーチ

←御前崎

龍眼荘 ②

〒

←御前崎

⑦⑧⑨

川崎小
さざんか

静銀

交番

150号線

榛原事務所

静岡→

JA

榛高
榛原庁舎

②

〒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

静銀

①い〜ら B&G

〒

静岡→

Q アキさんにとって「居場所」とは？

元気になれる場所！ここに来れば仲間がいる
し、オセロをするのがとっても楽しいよ！

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

村田

君江さん

昭和７年８月５日生まれ（89歳）

Q やりたいことは？

詳しくはお問い合わせ下さい。

先着8名様まで受け付けております。

名

生年月日

※事前予約を受け付けております。

※当日8:30より電話予約を

相良にできた図書館「いこっと」へ行く！

おそろいのブローチを
つけてパシャリ

会 場 市民相談センター（☎23-0088）

お仲間とオセロ対戦中

Q やりたいことは？

毎日出かける場所があること！
サロン、居場所、図書館、友達の家に
行くよ！

心配ごと相談（司法書士）

会 場 市民相談センター（☎23-0088）

アキさん

Q 元気の秘訣は？

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）

山崎

ベランダで家庭菜園をやっているよ！今年は
こなす30本、ミニトマト50個収穫したよ！野菜
が色づいてくるとワクワクするよ！

Q 元気の秘訣は？

くよくよしないこと！例えばコンビニに歩
いて行くのがえらいかもしれないけど、頑
張って歩いて行くよ！

Q 君江さんにとって「居場所」とは？

みんなと話しができて元気をもらえるところ！
毎回来るのがとても楽しみ！

「居場所」っていいなぁ！自分も行ってみたいやぁ！と思ったそこのあな
た。ぜひ遊びにきてください！お仲間と元気なボランティアさんがお待
ちしています！
マスク着用、水筒をお忘れなく！

問い合わせは 相良事務所 52 ｰ 3500 までお願いします。

アキさん・君江さんが来ている居場所

ちょっくら処 しずなみ
場所 旧静波デイサービスセンター
日時 毎週木・金曜日
9:30 ～ 11:00まで

高齢
齢者集いの場を支援している方

赤い羽根共同募金運動

サロン♪サロン

がはじまります！

活動期間

10 月 1 日～ 12 月 31 日

第1回 6/30（水）
「コロナ禍で実践できるレクリエーション」
講師 静岡県レクリエーション協会 瀧 康秀様
新しい生活様式を守ってできるレクリエーションを教えていただきまし
た。簡単で楽しく、参考になるものばかりで「早速実践したい」という声
が多くありました。活動中は皆様の笑い声がたくさん聞かれ、リフレッシュの機会にもなりました。

今年度も全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。皆様からご協力いただ
いた募金は、静岡県共同募金会を通じ、社会福祉施設や社会福祉協議会へ配分さ
れます。
市内では、ひとり暮らし高齢者の方への給食サービスや福祉教育、生活困窮世帯
への生活支援等幅広く地域福祉推進のために活用されます。
今年度も皆様の温かいご協力をお願いいたします。

募金を活用した事業を紹介します
子ども

夏休みふくし体験

自分たちがどんな
行動をしたら
喜んでもらえるかな？

7/31（土）に市内の小学生を対象に「夏休みふくし体験」を開催しました。

ゴールボールの楽しさが
分かった。 困っている人が
いたら助けてあげたいと
思いました。

今年はオリンピック・パラリンピックにちなんで視覚に障がいのある方たちが
行うパラスポーツ“ゴールボール”について学びました。パラリンピック日本代表の
萩原紀佳選手よりメッセージDVDにて、目の不自由な方の生活についてやゴー
ルボールの魅力についてお

第2回 7/28（水）
「防災について～講座と身近なものでできる体験～」
講師 中部地域局 藤田様 / ハートプラスプロジェクト 久保田様
２回目は防災についての講座と体験を行いました。防災グッズの体験で
は身近な物を使ってできることからサロン内へも伝えやすく勉強になったと
の声をいただきました。また、災害はいつ起こるか予測できないため普段
から防災に対する意識を高めておくことの大切さをお伝えしました。

防災について勉強中!!

今後も集いの場で共有し、実施できるようなサロン・サロンを
提供していきたいと思います！

障がいをお持ちの方

ふだんからの
備えが大切です。

避難所体験
7月2日にこづつみ作業所・第2こづつみ作業所の皆様と避難所体験を実施

話をいただきました。体験

パラリンピックでゴール
ボールの応援をしたいです！

中は、見えない中でもどの
ような情報があると伝わる

しました。
コロナウイルス感染予防対策を行いながらも実際に体験し感じてもらうこと
で避難生活のイメージがわくように意識し、普段の生活から備えておくことの

のか、楽しめるのかを考え
ながら参加している様子が

視覚に障がいのある方は、
より聴覚や嗅覚などを
使って生活していることが
わかった。

見られました。

ゴールボール体験中！

大切さをお伝えしました。皆様は体験時、積極的に参加して下さり、どのよ
うな備えが必要かを考えるきっかけになりました。

段ボールベット体験中！

お知らせ 令和３年度 歳末援護事業「歳末慰
慰問金」

高齢
齢者

～歳末たすけあい募金配分金事業～

ひとり暮らし高齢
齢者交流会

【対 象】
令和3年10月1日現在、牧之原市に在住で、世帯員全員の
住民税が非課税であり、以下のいずれかに該当する世帯。
(但し、生活保護世帯･施設入所者は除く)

昨年に引き続いて、7月5日～ 26日各地域の公民館やコミュニティ

①障がい児･者のいる世帯（身体障害者手帳1･2級、療育手帳Ａ,
精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する世帯）

センターを会場に開催しました。

②高齢者世帯等で、著しく生活にお困りの世帯
③ひとり親家庭世帯で著しく生活にお困りの世帯

当日は保健師による
「健康講座」や介護予防施設の職員による
「家
でもできる健康体操」、包括支援センター職員による「生活のワン

※おせちセット受給の場合は対象外になる。

ポイントアドバイス」と内容も盛りだくさんで、楽しい時間を過ごし

【金 額】
一世帯5,000円

ました。
また、ひとり暮らしの困りごとを伺うなかで、日頃の“となり近所
との支え合い＂の大切さを感じました。

東京タワー !!

（但し、募金実績と対象世帯数により金額の増減があります）

みんなでスクワット！

【申請書配布場所】
社会福祉協議会、市関係部署（社会福祉課、長寿介護課、子
ども子育て課、学校教育課、市民課（相良、榛原）
、市民相談
センター）の窓口、その他関係地域包括センター（オリーブ・さ
がら・さんいく）生活支援センター（つばさ・やまばと）

【提出方法】申請書及び添付書類（申請書に記載）
下記の① ②いずれかに提出
①社会福祉協議会窓口へ提出
②民生委員児童委員を通して提出
【受付期間】10月22日(金) ～ 11月19日(金)
【対象者の決定】申請書をもとに、社協事務局で審査を行います。
【贈呈方法】担当地区民生委員児童委員が12月にお届けします。
【問合せ】相良事務所（☎52-3500）
榛原事務所（☎22-5187）

