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善意のご寄付をありがとうございました

第 81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。
◆松浦いち

様

5,000円

お 知 ら せ

◆久保勇吉

様

◆紅林園

お問い合せ
：牧之原市社会福祉協議会
（申込先）

平成24年7月15日発行

様 お茶50袋

（毎月15日発行）
次回は8月15日発行

相良事務所（☎52-3500）または

榛原事務所（☎22-5187）
マッキーちゃん

子育て中の皆さん！集まれ!!

は、ぜひ、ご参加下さい。

せんか？
【日

時】 8月7日（火）10:00 ～ 11:30

【会

場】 総合健康福祉センターさざんか

【内

容】 中高生と遊ぼう・夏服バザー

【問合せ】 榛原事務所

ご自由に
どうぞ

【日

時】 7月27日（金）13:30 ～ 15:00

【会

場】 老人福祉センター龍眼荘

【内

容】「サロン発表会」

B&G

汐見台

〒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

～私たちのサロンを紹介します～
【申込み】 榛原事務所

☎22-5187

◆榛原事務所
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ご自由に
どうぞ

☎22-5187

●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
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さざんか

オート
バックス
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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

さざんかふれあい広場のボランティアを募集します

地域の

力で

社会福祉協議会では、10月7日（日）雨天決行＜荒天時：8日（月）
＞に、総合健康福祉センターさざんかで実
施予定の「さざんかふれあい広場」の運営に協力していただけるボランティア（中学生以上）を募集します。
【募集内容】 来場者への会場案内、高齢者や障がい者の付添い（車椅子介助）、共同募金運動等
※部活動や委員会を単位とする申込みでもかまいません。
【申込み・問合せ】相良事務所

みなさんが普段の生活の中で抱えている様々な悩み
や問題について広く相談に応じいろいろな機関と連携
をとりながら、問題解決を図っていきます。

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

（10:00 〜 15:00）第 1・第 3 水曜日

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】1日（水）、15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）※第 2・第 4 水曜日
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】
8日（水）、22日（水）
〈問合せ〉☎23-0088

8月20日
（月）まで

まち

☎52-3500

8月 ふれあい福祉センターのご案内

榛原庁舎東側
就業改善センター
２階

榛高
文

文

川崎小

〶

さざんか

オート
バックス

150

※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。

龍眼荘

榛原庁舎

榛原

す。遊びを通して仲間づくりをしま

い〜ら

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

れた方、何かボランティア活動をしたいと考えている方

本通り

地頭方

び子育て井戸端会議」を行っていま

島信

が気軽に参加できる活動です。サロンに興味を持ってく

〒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

や友達づくりの場として、
「のびの

◆相良事務所

バス

地域が主体となって公民館などを利用して楽しく、誰も

〶

が気軽に交流でき、育児の情報交換

鬼女新田

サロンは、高齢者の閉じこもり防止などを目的とした、

0歳から入園前の子どもと保護者

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です

第２回サロン協力員講習会のお知らせ

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

ふれあい運動会で楽しく交流～牧之原市ボランティア連絡会主催～
6月16日坂部小学校を会場に、牧之原市ボランティア連絡会主催による、ふれあい運動会が行われました。この運
動会は参加者同士が楽しく交流することを目的に、各学校をお借りし毎年開催しているもので、ボランティアの他に
も坂部小学校の児童や保護者、市内の福祉施設に通われている方（ワークセンターやまばと、こづつみ作業所、第2
こづつみ作業所、さがら作業所）、身体障害者福祉会会員など、110人の方が参加して行われました。当日はグループ
ごとにパン食い競争や風船リレーなど、競技を通して交流する機会となり、体育館中が笑い声でいっぱいの楽しく充
実した時間となりました。
※当日は伊藤園相良工場様より、協賛としてペットボトルをいただきました。ありがとうございました。
※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）

ふれあい食事会で防犯・安全教室

牧之原市の福祉教育について話し合い

70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、6月13日は榛
原地区、6月29日は相良地区を会場にふれあい食事会を開
催し64人が参加しました。
今回は防犯指導員、交通指導員による防犯教室や交通安

～福祉教育学校・施設連絡会～
6月28日い～らを会場に、小、中、高校教諭、福祉施
設担当職員、主任児童委員など26人の方に出席をいただ
き、第1回福祉教育学校・施設連絡会を開催しました。
今回の連絡会では、昨年度完成した福祉教育ハンド

全教室を行い、日常生活で心がけるポイントを再確認する
と共に、はりはら塾絵手紙教室の皆さんに協力をいただき、 ブックの活用方法についての説明を行うと共に、高齢者
オリジナルの絵手紙作りにも挑戦しました。また、ボラン
疑似体験セットを用いて実際に体験し、福祉学習に役立
ティアの方々に用意していただいた美味しい昼食を召し上
てていただくためのアドバイスなどをさせていただきま
がっていただき、参加者同士で楽しく交流を図りました。
した。また、今年度社協では、福祉教育に力を入れてい
参加者の方からは「大勢の方
ることもあり、岩手県宮古市の
と交流できるのは楽しい。みん
なで食べるご飯は美味しいね」
と感想があり、次回の開催を楽

鍬ヶ崎小学校の児童が作成した、

しみにしている様子でした。

津波防災マップなどを紹介し災害
に対しての意識の向上や牧之原市
での作成を呼びかけました。

社協職員で危機管理を研修

相良保育園児が花束を贈呈

社協では、本年度「社協職員としての意識
を高めよう」を目標に、一年を通して5回の
研修を計画しています。その第1回目は、5
月24日全職員を対象に危機管理についてグ
ループワークを行い、どんなことが考えられ
るのかを確認し合いました。そして第2回目
は、6月14日に小山町社協事務局長の原 秀
人氏を講師にお招きし、専門職としての社協
職員の危機意識について社協職員に求められ
る姿やあるべき姿はどんなものなのか、一般
企業の危機管理
なども参考に講
義を受け、意識
向上を図りまし
た。

スマイル
リレー

〜笑顔のバトンタッチ〜

Vol.49
まつした りつ こ

【氏

名】松下 律子さん

【地

区】遠渡

牧之原市の福祉やボランティアについて一言

私は幸せです。そう思っている人が、
一番幸せ者だと思います。
こうして元気でいれて、地域の人達と
楽しい日々を送れること。平凡な毎日で
も、元気で生活できること。病気をして
感じることですが、健康につくづく感謝
です。自分の幸せを、みんなに分けてあ
げたい気持ちでいっぱいです。一人でも
多くの人達が、元気で楽しく暮らして欲
しいものです。その人の考えで、幸せは
やってきます。明日に向かって楽しいこ
とを考え、みんなが楽しみ、喜んでくれ
ることをやりましょう。

相良保育園では、毎年6月のお花の日に合
わせ日頃お世話になっている市内の事業所等
に、お花と笑顔を届けてくれています。子ど
も達の「ありがとう」の言葉に心が和む一時
でした。

花壇にお花を植えました
社協では、子育て支援センターに遊びに来ていた母親と子ども達
に、相良総合センターい～らの花壇に苗を植えていただきました。子
ども達も土をかけたり、お水をかけたりと一生懸命お手伝いしてくれ
ました。これから夏に向けて苗はどんどん大
きくなります。お花が花壇を美しく彩るのも
もうすぐですので、成長が楽しみです。ぜひ、
相良総合センターい～らに立ち寄った際には、
花壇もご覧下さい。

災害支援（ボランティア）情報 ～現地のボランティア活動の様子～
岩手県宮古市では、生活の基盤である住宅地の片付け作業は終了しまし
たが、海岸にはまだ割れた窓ガラスなどの破片が残り危険なため、現在は
海岸清掃のボランティア活動が中心となっています。
現地のスタッフからは、「片付ける範囲が広く、砂に埋もれている状態
のため作業は大変ですが、子どもたちがまた元気に遊べるようにという願
いから作業をすすめています」と、ボランティア活動の様子を話していた
だきました。
災害ボランティアに参加しませんか？
新規会員が1人入会し、現在会員が21人となりました。今年度は災害時
のネットワーク作り、ボランティアセンターの体制と運営、立上訓練を3
本柱として、活動を進めていきます。毎月定例会を行っていますので、興
味関心がある方はぜひご参加下さい。
日時：毎月第1水曜日19:30 ～

会場：相良総合センターい～ら

エコキャップ運動にご協力を！

みんなの描く福祉作品コンクール作品募集

ペットボトルのキャップを集め
リサイクル業者が引き取り得た
収益が、発展途上国の子ども達

●募集作品 【テーマ】心に残るふれあいや福祉体験
①作文：文字数制限なし、400字詰め原稿用紙を使用
②図画：クレヨン・水彩画等による表現、大きさ四ツ切り

のワクチンとして届けられます。
キャップの回収にご協力をお願い
します。（キャップ800個（約2㎏）

（364㎜×515㎜）
※出品者全員に参加賞があります。
●応募資格
●応募方法

牧之原市内在住または在学の方
応募作品に「みんなの描く福祉作品コンクール応募票」を
添付して社協へ提出（※応募票は社協窓口にあります）
●募集期間 7月17日（火）～ 9月5日（水）
●発
表 各部門ごとに入選者を9月に選考（本
人・学校宛に通知、ふくしだより等

で、一人分のポリオワクチンと交
換されます）
※シール等は取り除いて下さい。
※お持ちいただく袋や箱に、
大きく団体名（ま
たは氏名）をご記入下さい。
※飲料用のキャップ以外の物、汚れている物
はご遠慮下さい。

に掲載、出品作品はさざんかふれあ
い広場（10月7日（日））会場へ展示、
相良総合センターい～らロビーへ展示）

【回収先・問合せ】
牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500
または（榛原事務所）☎22-5187

【問合せ】
牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500

夏休みふくし体験のお知らせ
～見たい！知りたい！やってみたい！！と思ったらぜひ参加して下さい～
【問合せ・申込み】牧之原市社協（榛原事務所）☎ 22-5187 または（相良事務所）☎ 52-3500

★ふれあい交流事業

～ふれあいゲーム大会～

★児童館まつり
児童館まつりを通して地域の方や友達と交流しませんか？
【日 時】8月4日（土）9:15 ～ 12:00（受付9:15）

今年も、子どもから高齢者まで世代を超えて
楽しくゲームやクイズで交流しませんか？
ご家族で
【日 時】8月5日（日）10:00 ～ 12:00
どうぞ
【会 場】相良総合センターい～ら
【内 容】缶積み、サイコロ振り、輪投げ、トラックアウト
等に挑戦、ふくしについてのクイズに答えよう！
※お菓子のつかみ取りもあるよ！
【定 員】100人（無料）
【申込期限】7月27日（金）
※当日、各ゲームコーナーを一緒にお手伝いしてくれる小
学生（4年生以上）以上も併せて募集します。

【会 場】相良児童館・榛原児童館
【内 容】劇団どんぐりの人形劇（相良）、にゃんこさん
の風船パフォーマンス（榛原）、お店でお買い物
※当日、社協はポップコーンのお店を開きます。当日、一
・中学生
緒にお手伝いしてくれる小学生（4年生以上）
を地区別に5人ずつ募集します。
（申込みは7月31日（火）までに
榛原事務所まで）

★施設でボランティア体験
❶ワークセンターやまばと
【日 時】7月31日（火）10:00 ～ 11:30
【会 場】ワークセンターやまばと

❷相良清風園
【日 時】8月21日（火）13:30 ～ 15:30
【会

場】相良清風園

【内 容】施設でのお手伝い（内職体験等）
【定 員】小学生（4年生以上）の親子（5組）
【申込期限】7月27日（金）

【内

容】「認知症ってなんだろう？」
～楽しみながら考えよう～車椅子の体験等

【定 員】小学生（4年生以上）の親子（5組）
【申込期限】8月13日（月）

ワークセンターやまばとは、障がいのある方の訓練、リ
ハビリをおこなう施設です。

★「ふくし」何でも相談会

特別養護老人ホームは、高齢者の方が生活している施設
です。

～夏休みの宿題はこれでＯＫ～

ふくしについて
聞きたい、知り
たいと思ったこ
とに社協職員が
お答えします。

榛

原

地

区

相

良

地

区

どなたでも
どうぞ

日

時

8 月 9 日（木）13:30 ～ 16:30

8 月 17 日（金）13:30 ～ 16:30

会

場

老人福祉センター龍眼荘

相良総合センターい～ら

