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敬老の日企画

地 域 で イキイキと 過 ごす 秘訣とは？
たつ お

みかん、
すいか、
大豆、
かぼちゃ、
なす、
きゅうり等
いろいろ作っているよ。

セニアカーで毎日
畑へ行っているよ。

月1回
『ちょっくら処～はぎま』
へ行くよ。
仲間と過ごす時間は良いもんだ！

息子の正之さんは
子どもたちに将棋を
教えているんだ！
！

親子でパシャリ
左 達 郎さん 右 正之さん

子どもと対局中！

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。
ネットからでも
ご協力いただけます
今年度も皆様の温かいご協力をお願いいたします。

7月にひとり暮らし高齢者、
高齢者世帯、
日中独居の方を対象として、
同じ地域の方との交流・親睦・
仲間づくりを目的に開催しました。
市内社会福祉法人の皆様にご協力をいただき、
各法人の紹介及び
体操・レクリエーションを行いました。
また、
参加者同士コロナ禍での生活で工夫していること等を伝
え合い、
充実した時間を過ごすことができました。

７月に市内小学校の児童を対象として、
買い物体験等を通じて視覚障がい者の方への理解を深
め、
「自分には何ができるのか考えること」
を目的に開催しました。相良高等学校福祉家庭部の生徒
さんにご協力いただき、3つの体験を通じて視覚障がい者の方には、具体的な言葉を伝えることで
上手くコミュニケーションがとれること等を学ぶことができました。
白杖を使用し、
い～ら内を歩行しました。
点字ブロックは視覚障がい者の方が安全
に移動の方向を示すものなので、点字ブ
ロックの上に物を置いてはいけないことを
学びました。
また、
施設内のエレベーター内
に点字で表示があったりと新たな発見を
することができました。

視覚障がい者の方は、
どのように乗り物
に乗車したり降車するのでしょうか？白杖
で一段一段段差の高さを確認しながら自
動車へ乗降しました。手すりにつかまった
り、高校生の声かけでしっかり座席にも座
ることができました。

買い物では、
どのように商品を選んだり、
会計をし
ているのでしょうか？介助をお願いして自分がほし
いものを伝えました。介助者は詳しく商品の説明を
し、
希望のものを選んでいました。
会計では、
重さや
大きさ、刻印等で硬貨の種類を指先の感触で確認
しながら支払いをしました。

らせ
お知

令和４年度歳末援護事業
「歳末慰問金」
～歳末たすけあい募金配分金事業～

ちょっくら処～風

海山荘さんによる
「送迎」
はじめます
〈ちょっくら処～風とは？？〉
何かをしなければならないところではなく、
おしゃべりするなど
誰にも気兼ねすることなくのんびり過ごせる場所です。
皆さんの大切な
「居場所」
のひとつになりますように

10月14日
（金）
11月15日
（火）
12月15日
（木）
1月13日
（金）
2月15日
（水）
3月15日
（水）

10：15～11：30

図書交流館いこっと
※マスクを着用の上お越しください
水分補給できるものもお忘れなく！

※変更となる場合があります

心月寺前10：00
商工会前10：05

送り

迎え

送 迎

送迎利用希望の方及び下記以外の送迎場所をご希望の方は、
ご利用日前日までに
社協
（52－3500）
までご連絡、
ご相談ください。

11：20～
心月寺前、商工会前

誰が来ても、何をして過ごしてもOK 時間内であれば、
いつ来ても、
いつ帰ってもOK
元気なボランティアが皆さんを笑顔でお迎えします!!

今夏、般若寺（大沢区）境内の藤棚の下に70個ほどの風鈴が飾られ、訪れ
た人々が足を止めて、
その涼しげな音にひとときの涼をもとめていました。
また、近隣の檀信徒の方等が風鈴を眺めながら、
おしゃべりを楽しんでい
ました。お寺からは、
「たくさんの人に寄ってもらって楽しんでもらいたい。来
年は風鈴の数を増やして、
もっと賑やかにしたい。」
との声がありました。来
年も楽しみですね。
このように、地域にはたくさんの「居場所」があります。皆さんもぜひ足を運ん
でみませんか？
地域情報を知りたい方は、社協（52－3500）
までお問い合わせください。

縫物ボランティア

ちくちくぬいぬいさん 大 活 躍 !!
特別養護老人ホームグレイスさんより、施設で
使うトートバックを作ってくれる人はいませんか？
とのお話がありました。
ボランティアのちくちくぬいぬいの皆様にご協
力いただき、心のこもった手作りトートバックをお
届けすることができました！
施設の皆様にも手作りのぬくもりが伝わったの
ではないかと思います♡

お裁縫の得意な方、興味のある方や地域のために何か活動して
みたいという方は社協（52-3500）
までご連絡ください。

大切なおもちゃといつまでもいっしょに
ボランティアが無償で修理します

毎月第2日曜日
（会場の都合により変更あり）
10月15日
（土）、11月20日
（日）
、
12月11日
（日）
、
1月21日
（土）、
2月12日
（日）

13：30～15：30

相良総合センターい～ら
（牧之原市須々木140）

開設日にお預かりし、
翌月引き取りに来ていただきます
受付件数は1回1家族2個までです
おもちゃは名前を書いた袋に入れて持ってきてください
とれたネジや部品、
元気な電池、説明書などを持ってきてください

※修理できないおもちゃ
・エアガンなど危険なおもちゃ
・浮き輪など安全が保証できないもの
・骨董的価値のあるもの
詳しくは
・売買を目的とするもの
問い合わせまで
・ゲーム機などIC故障の可能性のあるもの

停電で困ったときは…

アプリを
ダウンロード
してください

停電情報お知らせサービス〈無料アプリ〉
〈アプリの主な機能〉
①停電情報をいち早くプッシュ通知でお知らせ
停電の復旧情報や発生規模も確認できます

②停電や電気設備の「？」をチャットで相談
切れた電線を見つけたら写真送信のご協力をお願いします

③
「防災マップ」で避難施設 & 道順検索
ハザードマップも確認できます

【問い合わせ】
月曜～金曜
9 時～17 時
0120-985-232

●匿名 様 2,144円 ●虹の会 様 大正琴11本・アンプ他一式 ●相良清風園 様 ●海山荘 様 ●匿名 様 紙おむつ
●榛南ライオンズクラブ 様 インスタント食品1,000食 ●紅林園 様 お茶
（ティーパック50袋）
●匿名 様 リクライニング車椅子 ●牧之原市消費者協会 様 ●(故)山本 達雄 様、
(故)山本 尚子 様 20,000円
●匿名 様 食品

「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の賛助会費納
入につきまして、
ご協力ありがとうございました。
(R4.8月末現在)
㈲東環クリーン、㈱ヤマモト、㈲山万茶業、㈱シンドウ商店、富士ツバメ株式会社、相良建設株式会社、中部日本トラベル株式会社、
岩堀電設株式会社、㈱竹内鉄工、㈲鈴木樹脂、㈱荒畑園、㈱笠原産業、公益財団法人星いきいき社会福祉財団、㈲寺田燃料、㈱プラテック、
㈲オイガックス、㈲静波オート、藤浦工業株式会社、㈲二葉測量設計事務所、㈱小糸製作所相良工場、司法書士田村俊雄事務所、
四ノ宮自動車工業株式会社、飛鳥建設株式会社、㈲三和化学、㈱榛南自動車学校、㈲寺田設備、東洋製罐株式会社静岡工場、㈱ナガノ、
㈲ヤマダイ横山製茶、榑林建設株式会社、㈲酒市場木村屋、曽根建工株式会社、釘ヶ浦建設株式会社、㈱榛南綜合家具センター、㈱渡辺産業、
㈱川崎建設、㈲アイエル、㈱いなば園、本目商事株式会社、㈱加藤組、大平薬局、カツマタ自動車販売株式会社、本橋金属工業株式会社、
㈱おしゃれの店、㈱栗山商店、㈱名波土建、㈱アライ、㈱河村バーナー製作所、サンコー精産株式会社、㈱小栗農園、㈲マスダ、
伊藤園産業株式会社、㈲池田屋、合資会社矢部商店、㈱大日商会静岡工場、大洋電設株式会社、㈲まるまる園、㈲スギモトシート、牧之原市商工会、
㈲竹市左官、㈲ナカジマ自動車、㈱静良、今村肥料株式会社、㈱杉山商事静岡事業所、富士勝茶農業協同組合、㈱本杉製作所、相良物産株式会社、
㈱ハイナン、㈱矢部製作所、誠心保険有限会社、栗山石油店、㈱スーパーラック、勝間田開拓茶農業協同組合、㈱相良ドラゴンズクラブ、
ミクニパーテック株式会社、マツヤデンキ カワムラ榛原店、㈱山下新聞店、㈱内藤園、島田掛川信用金庫相良支店、農事組合法人 さかぐち、
㈲河原崎モータース、㈱はなここ、㈱木村組、榛南ロータリークラブ、静岡三和梱包運輸株式会社、第一化成株式会社、㈲榛原クリーンサービス、
榛南建材株式会社、山本農材有限会社、㈱門田電話工業所、㈲カミヤ加工、増井建設株式会社、坂三坂部茶農業協同組合、
榛原自家用自動車協会、㈲原崎工務店、㈱タカヤナギ、東萩間報徳社、㈱三浦石油、㈲スズカケ、野ヶ本建設株式会社、㈲ささ屋、㈱大和工業、
㈱サイサン、芝田重機有限会社、㈱カーズ牧之原、㈱カワムラ、増田工業株式会社、㈱ダイシン、㈱味香久園、㈲内藤新聞店、㈱ブンテン、
中田産業有限会社、㈱ハチマル、㈱相良青果市場、㈱明建、㈱野村商店、カネ十農園株式会社、㈱百姓園、㈱鈴木土建、山本電機株式会社、
㈲原田工業、㈲トシズ、㈱沢入電気、㈲内藤印刷、㈱神谷鐵工所、㈱カワシマテクノ、スルガ銀行株式会社榛原支店、㈱伊東フーヅ、
スルガ銀行株式会社相良支店、大豊株式会社、㈱ヤマク、相良建材株式会社、㈱佐藤自動車、日機装株式会社技術開発研究所、㈱三中製茶、
松下新聞店、㈱松浦組、共和建設株式会社、ワシン産業株式会社、イトウシャデイ株式会社、ハイナン農業協同組合、㈲三栄化工、
㈲久保損害保険事務所、㈱アクタガワハートフルホーム相良、㈱東遠浄化槽管理センター、㈱丸紅、㈲榛原衛生社、㈱エノテック、
㈱伊藤園生産本部、増田塗装有限会社、日本コルマー株式会社静岡工場、㈱京王商事、㈱トツカ、㈱第一防災、マルダイ海藻有限会社、
静和事務機株式会社、遠州工機株式会社、東遠ガス熔材株式会社、㈲大杉組、㈱みつぼし ( 敬称略、順不同 )

市を通じて榛南ライオンズクラブ様から、生活困窮者への食糧
支援として食料品（インスタント食1,000食分）
をいただきました。
困窮する世帯への支援に役立てさせていただきます。ありが
とうございました。

① 相良事務所
〒421-0524

FAX0548-52-5585

E-mail:houjin@makinohara-shakyo.jp

本通り
静銀

（牧之原市相良総合センターい～ら内）
☎0548-52-3500

相良庁舎 ④⑤⑥

〒

牧之原市須々木140番地

③⑨

サンビーチ

③ 相良デイサービスセンター ･････････☎ 52-5553

龍眼荘 ②

④ 地域包括支援センターさがら･･･････☎ 53-1900
⑥ 生活支援センターつばさ ･･････････☎ 53-2610
⑦ 生きがいデイあしたか ････････････☎ 52-5768

静岡→

JA

榛高
⑧⑩
榛原庁舎

⑤ 成年後見サポートセンター･････････☎ 53-2613
〒

←御前崎

川崎小
さざんか
交番

〒

静銀

150号線

牧之原市静波172番地1

☎0548-22-5187

150号線

←御前崎

〒421-0422

（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）

⑦

① B&G

い～ら

② 榛原事務所

静岡→

FAX0548-24-1166

⑧ 社協陽だまり････････････････････☎ 22-4419
⑨ 牧之原市社協ホームヘルプサービス ･･･☎ 23-4165
⑩ 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

