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善意のご寄付をありがとうございました

第 80号

今回も善意のご寄付をいただきありがとうございました。皆様からのご寄付は社協の貴重な財源として地域福祉推進のために活用
させていただきます。
◆藤田奈々子

様

5,000円

お 知 ら せ

◆矢部かず代

様

お問い合せ
：牧之原市社会福祉協議会
（申込先）

相良事務所（☎52-3500）または

法律問題、行政問題、人権問題の解決を図ります。
【会場:市民相談センター】4日（水）、18日（水）
※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）
（9:00 〜 11:30）

11日（水）、25日（水）
〈問合せ〉☎23-0088

榛原庁舎東側
就業改善センター
２階

榛高
文

文

川崎小

〶
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※会場をお間違えのないようお願いします。
※『ふくしだより』は下記の場所にも置いてあります。

い〜ら

◆榛原事務所

B&G

汐見台
150

〒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
E-mail:csw-haiba@po2.across.or.jp

サンビーチ

●相良デイサービスセンター……………… ☎ 52-5553
●地域包括支援センターさがら…………… ☎ 53-1900
●相良ホームヘルプサービス事業所……… ☎ 53-2212
●相良居宅介護支援事業所………………… ☎ 87-2327
●生きがいデイあしたか…………………… ☎ 52-5768

龍眼荘

榛原庁舎

榛原

（10:00 〜 15:00）

本通り

発行／社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

相良庁舎

静銀

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

島信

携をとりながら問題解決を図っていきます。

〒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:csw-sagar@po2.across.or.jp

ターミナル

や問題について広く相談に応じ、いろいろな機関と連

◆相良事務所

バス

みなさんが普段の生活の中で抱えている様々な悩み

〶

7月 ふれあい福祉センターのご案内

【日 時】7月 28日（土）14:30～ 17:00
【会 場】ハーブバーン（吉田町住吉 5436-113）
【応募条件】50歳までの独身男女（男女各 15人）
【参加費】男性 3,000円 女性 1,000円（当日集金）
※ドリンクやケーキなどをご用意させていただきます。
【申込方法】申込書にご記入の上、社協に提出（ＦＡＸ可）
【締 切】7月 17日（火）
【問合せ】榛原事務所 ☎ 22-5187
相良事務所 ☎ 52-3500
※申込用紙は社協窓口及びホームページから
ダウンロードできます。

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です

地頭方

今年も、子どもや高齢者、障がい者等住民の誰もが参加
し、ふれあいを楽しむことを開催趣旨に「ふれあい広場」
を計画しています。
【日 時】10 月 7 日（日）8:30 ～ 12:00（雨天決行）
※荒天：10 月 8 日（月）
【会 場】総 合 健 康 福 祉センターさざんか建 物 内 部 及び
駐車場
【内 容】各種イベントや催事
【参加条件】市 内 在 住 の 方 々による団 体 や ボランティア
グループ等（利益目的ではなく公共性の高いもの）
【申込期限】7 月 2 日（月）
【問合せ】相良事務所 ☎ 52-3500

ラッキーパーティー参加者募集

～夏のひととき素敵な時間を過ごしませんか？～

マッキーちゃん

鬼女新田

０歳から入園前の子どもと保護者が気軽に交流でき、育児の情
バザー品大募集！ 8月7日（火）開催予定
報交換や友達づくりの場として、
「のびのび子育て井戸端会議」
子ども服（140㎝位までの夏服）
、絵本、ＤＶＤ、ＣＤ、
を行っています。 遊びを通して仲間づくりをしませんか？
おもちゃなどを募集しています。
【日 時】7 月 3 日（火）10:00 ～ 11:30
（ぬいぐるみや汚れているものは不可）
【会 場】い～ら
参加費
出品はお一人５点までです。
【内 容】七夕まつり
100 円
社協へ７月 20 日（金）までにお持ち下さい。
【申込み】社協へ申し込んで下さい。
【問合せ】榛原事務所 ☎ 22-5187
（定員：30 組）

さざんかふれあい広場参加団体募集

（毎月15日発行）
次回は7月15日発行

榛原事務所（☎22-5187）

子育て中の皆さん！集まれ!!

生計や年金、土地・建物の相
続問題、夫婦間や子ども等の
家庭の問題の解決を図ります。
【会場:市民相談センター】

平成24年6月15日発行

ポータブルトイレ等
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さざんか
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●デイサービスセンターうたり…………… ☎ 22-4419
●榛原ホームヘルプサービス事業所……… ☎ 24-1165
●榛原居宅介護支援事業所………………… ☎ 22-6520

ホームページ

http://www.makinohara-shakyo.jp

地域の

力で

まち

づく り

福祉総合相談（8:15 ～ 17:00）

福祉サービスやその利用手続き、日常生活における悩み
や心配ごと等関係機関と連携して問題解決を図ります。
【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月～金曜日

ボランティア相談（8:15 〜 17:00）

ボランティアをしたい人、力を借りたい人、希望にあっ
た活動探しのお手伝いをします。
【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月～金曜日

貸付相談（8:15 〜 17:00）

低所得世帯等の方が安定した生活を送れるよう、自立に
向けたお手伝いをします。
【会場:相良事務所･榛原事務所】毎週月～金曜日
※貸付を受けるには条件があります。
（資金によって貸
付までの日数が異なります）
〈問合せ〉☎52-3500・☎22-5187

在宅介護（介護機器）相談

在宅介護に関する総合的な窓口として、介護保険や福祉
サービス等に関する全般の相談をお受けします。（お電
話は24時間受け付けます）

【地域包括支援センターさがら】 ☎53-1900
【地域包括支援センターオリーブ】☎22-8822

【相良地区】いきいきセンター・児童館・Ｂ＆Ｇ・相良公民館・萩間公民館・トーク地頭方・静岡銀行相良支店・相良郵便局・島田信用金庫相良支店・JAハイナン相良支店
【榛原地区】さざんか・6地区社協・榛原郵便局・静岡銀行榛原支店・島田信用金庫榛原支店・スルガ銀行榛原支店・榛原総合病院

地域のボランティア活動に参加しませんか
現在、牧之原市には38のサロンが地域の公民館等を会場として開催されています。その活動を常に支えてくれてい
るのが地域の協力員の皆さんです。昨年度は、延べ3,202人の方が、会の運営や高齢者のサポートを行って下さいま
した。
協力員の皆さんからは、「サロンを通じて教えられる事もあり、これまで話をしたことのない人とも話ができるよ
うになった」、
「高齢者の皆さんがサロンの日を心待ちにしてくれ活動に参加して良かった」という声が聞かれ、各地
域でそれぞれ楽しく交流が行われています。
地域福祉活動やボランティア活動に関心があっても、きっかけをつかめずにいる方は、是非、身近なところで
行われているサロン活動をきっかけとして、ボランティア活動をはじめてみませんか。社会福祉協議会では、活
動についての基礎知識を学ぶ場や今後の活動につながる機会となるように、講習会を開催しています。
【第１回講習会（全４回）】私たちの地域とサロン～サロンの魅力を再確認！～
７月４日（水）10：00 ～ 11:30 相良総合センターい～ら
※申込み・お問い合せは、社協までお気軽にどうぞ。
※ふくしだよりはみなさまからいただいた会費で発行しています（再生紙）

平成２３年度牧之原市社協事業報告及び決算報告

決算報告
（単位:千円）

市民の皆様をはじめ、地域関係者のご支援とご協力により「ふれあいを大切にした 生涯安心して暮
らすことのできる まちをつくろう」を目標に、様々な福祉事業を実施することができました。皆様に
感謝を申し上げ、ここに主な事業の報告をいたします。

1安心して暮らせる未来のまちづくり
●心配ごと相談
（毎月第2、第4水曜日／24回）
●法律相談
（毎月第1、第3水曜日／24回）
●素敵な出逢い
「ラッキーパーティー」
（3回）
●社協広報紙
「ふくしだより」の発行
（毎月15日に自治会を通じて各戸配布／12回）
●社会福祉大会
●日常生活自立支援事業
●福祉車輌の貸出
（6台／延べ1,152人）
●心身障がい児
（者）等通園（所）費補助（280人）
●給食サービス事業（34回／配食延べ1,184食）
●ふれあい食事会
（4回／参加者延べ128人）
●福祉資金貸付事業
●生活福祉資金貸付事業（実施主体：県社協）
●施設入浴サービス事業（635回／延べ102人）
●移動支援事業
（1,311.5時間／延べ211人）
●日常介護用具総合貸与事業
（延べ2,954人）
●生きがいデイサービス事業（あしたか）
●機能訓練利用事業（49回／延べ211人）
●包括支援センター事業（延べ2,911人）
●被災地
（宮古市・山田町）への職員派遣（2人）
●県社協災害支援活動あり方検討会への職員派遣（7回）
●子育て支援冊子の作成（発行部数1,800部）
●のびのび子育て井戸端会議（参加者延べ102組の親子（523人））

2共に助け合う地域づくり
●地区代表者連絡会（2回／参加者延べ139人）
●三世代交流事業
（2回／参加者延べ175人）
●活き活き塾
（6回／参加者延べ126人）
●
“地域の福祉力”推進モデル事業（萩間地区ふく
し講演会6回／参加者延べ210人）
●地区福祉映画上映会（静波地区／参加者70人）
●地域のセーフティーネットを支える社会貢献事業
（相良清風園）
（37サロン／対象
●ふれあい・いきいきサロン事業
者延べ12,450人・協力者延べ3,202人）
●サロン事業連絡会（参加者32人）
●サロン作品展
（出展14サロン）
●サロン協力員懇談会（参加者66人）
●サロン代表者視察研修（参加者23人）
●福祉施設交流会
（8施設／参加者222人）
●ふれあい運動会
（萩間小学校／参加者87人）
●ふれあい広場（参加団体40団体・来場者約5,000人）

4,744

1,130

4,472
728

4,922

58,366

95,840

9,423
3,930

48,181
23,280

3地域福祉を支える担い手づくり
●サロン協力員講習会（4回／参加者延べ84人）
●サマーショートボランティア（参加者60人）
●県社協小地域福祉活動リーダー養成プログラム作
成委員会への職員派遣（1人）
●福祉教育学校・施設連絡会（2回／参加者45人）
●福祉教育ハンドブックの作成（200部）
●福祉体験講座
●みんなの描く福祉作品コンクール（応募者120人）

（資金収支）

20,502
23,999

収入合計
605,067,751円

786
3,163

299,199

1,822

572

30,030

25,931

11,885

16,460

257,303
0

法人運営事業
介護予防拠点施設管理経営事業
居宅介護等事業
共同募金配分金事業
福祉資金貸付事業
介護保険事業
障がい福祉サービス事業
地域包括支援センター事業

※収支差引残高 141,686,294円は次年度へ繰越
※合計額のみ円単位です。

4ふくしのまちの基盤づくり
●社協会費
・普通会費（1口300円）11,977口 3,593,300円
・特別会費
（普通団体・個人1口1,000円）196口 196,000円
（特別団体1口5,000円）4口 20,000円
・賛助会費（1口5,000円）187口 935,000円
●介護保険事業の経営
●理事会・評議員会・監査会
●ボランティア活動への支援
・相良ボランティア連絡会（8部会／登録者延べ68人）
・榛原ボランティア連絡会（15グループ／登録者延べ266人）

5その他
●居宅介護支援事業（相良・榛原居宅介護支援事業所）
●訪問介護事業（相良・榛原ホームヘルプサービス）
●通所介護事業
（相良デイサービスセンター・デイサービスセンターうたり）
●利用料の減免措置
●赤い羽根共同募金配分金事業
（一般募金・歳末たすけあい募金）
●指定管理施設の管理
（相良いきいきセンター・相良デイサービスセンター・
  デイサービスセンターうたり）
●当事者組織等の育成と連絡調整
●支援組織との連携

（単位：円）

資産の部
流動資産
現金
預貯金
未収金
仮払金
固定資産
基本財産
その他固定資産

負債の部

172,495,458 流動負債

30,809,164

100,000

未払金

103,203,223

預り金

3,088,048

65,114,122 固定負債

116,206,140

4,078,113

退職給与引当金

27,721,116

116,206,140

356,372,098 負債の部合計 147,015,304
2,000,000
純資産の部
354,372,098 基金

165,627,808

その他の積立金

73,889,701

次期繰越活動収支差額
142,334,743
純資産の部合計 381,852,252

特別会計

4,836

支出合計

スマイル
リレー

【貸借対照表】

資産の部合計 528,867,556 負債・純資産の部合計 528,867,556

116,934

463,381,457円

会費収入
寄附金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
貸付事業等収入
共同募金配分金収入
負担金収入
介護保険収入
利用料収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
自立支援費等収入
移動支援費等収入
その他の収入
前期度繰越金

さがら作業所会計

収入合計
55,081,369円
支出合計
55,081,369円
0円（経営移管に伴い精算）
※収支差引残高
地域活動支援センターはぐるま会計
収入合計
16,099,200円
支出合計
16,099,200円
※収支差引残高
0円（経営移管に伴い精算）
職員レポート

〜笑顔のバトンタッチ〜
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～れんげ摘みで交流（明るい社会づくり運動静岡県相良地区協議会）～
う え た

【氏

名】植田

【地

区】遠渡

ひ で こ

秀子さん

牧之原市の福祉やボランティアについて一言

遠渡区では、お達者で何よりな年配の
方々に毎月１度生き生き体操をしたり、
唄を歌ったりと楽しい時間を過ごしても
らう活動をしています。私は地域の仲間
とそのお手伝いをしています。
皆さんの笑顔や交流の輪が広がって、
毎回新しい良い事に出会います。私達ボ
ランティアは、優しさと笑顔で接し、お
互いが生きる力をもらえたら良いなあと
思います。歩行が困難な方も「参加した
い」と言って下さる事が何よりです。

明社協相良地区協議会では、毎年５月頃にこづ
つみ作業所の利用者さん達を招待し（23人が参加）、
れんげ摘みを一緒に楽しんでいます。この交流事業
は毎年恒例で行われているもので、もう６年ほど続いているそうです。
利用者さん達も毎年のこととあって、朝からワクワクしていたようでとても楽し
そうにレンゲを摘む姿が印象的でした。こんな笑顔でいっぱいになる交流事業は
いつまでも続いてほしいと感じたひとときでした。

ひとり暮らし高齢者給食サービスのお知らせ
牧之原市社協では、地域で見守りが必要な７０歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者等
を対象に、調理ボランティアが作ったお弁当を民生委員児童委員や配達ボランティアの協
力により、月２回お届けしています。
【利用料】1食200円
【申込み】申請が必要となりますので、社協または民生委員児童委員へご相談下さい。
【問合せ】相良事務所（☎52-3500）または榛原事務所（☎22-5187）

第２回介護者のつどい
「おむつ選びに困ったら」～正しいおむつの使い方～

参加費
無料

【日 時】７月28日（土）9:30 ～ 11:30
【会 場】相良保健センター
【内 容】その人に合った適切なおむつ選びと、正しい当て
方のポイントを学びます。実際にフィット感の違いを体験します。
【対象者】市内在住で在宅で介護されている方。また、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人（定員になり次第締切）
【申込方法】電話にて申し込んで下さい。
【申込・問合せ】
 地域包括支援センターオリーブ ☎22-8822（小坂）
地域包括支援センターさがら ☎53-1900（大石）

活き活き塾参加者募集！
生きがいづくり教室（前期／３回）を開催します。この講座で生き
がいづくりをしませんか？
日
時
内
容
7 月 20 日（金） アコーディオン鑑賞会！
10:00 ～ 12:30 （会場：相良いきいきセンター）
8 月 17 日（金） こけ玉づくり！
10:00 ～ 12:30 （会場：相良いきいきセンター）
9 月 21 日（金） おしゃもじづくり！
10:00 ～ 12:30 （会場：老人福祉センター龍眼荘）
【対象者】市内在住の概ね60歳以上の方
【人 数】各回20名（先着順）※送迎あります。
【参加費】1回1,000円（昼食代、材料費を含む）
【問合せ】榛原事務所

☎22-5187

申込は
6月25日（月）
から

