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。

ご寄付
匿名

様

第84号

尿取りパット・リハビリパンツ他

お 知 ら せ

お問い合せ
：牧之原市社会福祉協議会
（申込先）

平成24年10月15日発行
相良事務所（☎52-3500）または

子育て中の皆さん！集まれ!!

【内

容】公園に行こう

【問合せ】榛原事務所

【内

容】テーマ：発達障害を持つ人への理解
－地域で育む支援の輪―

ご自由に
どうぞ

☎22-5187

※雨天中止

講

師：桑本 正氏（藤枝駿府病院リハビリ
統括部長）と当事者とその家族

【定

員】100人（定員になり次第締め切ります）

【申込み】指定の申込用紙にご記入の上、社会福祉

い～ら

◆榛原事務所

B&G
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〒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

場】せせらぎ公園

場】総合健康福祉センターさざんか

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

【会

【会

〒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

島信

時】11月6日（火）10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

◆相良事務所

地頭方

【日

時】平成24年11月23日（金）

ターミナル

【日

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です
バス

～牧之原市障害者自立支援ネットワーク主催～

びのび子育て井戸端会議」を行っています。遊びを
通して仲間づくりをしませんか？

マッキーちゃん

講演会開催のお知らせ

〶

き、育児の情報交換や友達づくりの場として、「の

榛原事務所（☎22-5187）

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

（毎月15日発行）
次回は11月15日発行
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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

課（さざんか内）に提出
※申込用紙はさざんかや庁舎等にあります。
【主

地域の

催】牧之原市障害者自立支援ネットワーク

力で

※駐車場に限りがありますので、
来場時は相乗り等でお越し下さい。
【問合せ】牧之原市役所社会福祉課

参加
無料

まち

☎23-0070

11月 ふれあい福祉センターのご案内
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】7日（水）、21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】
14日（水）、28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
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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。

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・
スルガ銀行相良支店・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

市内８施設が楽しく交流会
９月14日相良総合センターい～らを会場に、市内８施設の障がい児・者と保護者を対象に、福祉施設交流会が開催され
ました。この交流会は、牧之原市ボランティア連絡会のご協力をいただき、毎年この時期に開催しているものです。
今回は総勢223人が参加し、日本3B体操協会の皆さんによる3B体操で体を動かしたり、小原亜裕子さんのエレクトーン
を鑑賞したりと、楽しい１日を過ごすことができ、参加者の笑いが絶えない交流会になりました。
※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）

防災実践講座の開催

サロンで心も身体もリフレッシュ
9月13日B＆G海洋センターを会場に、市内サロンか
ら協力員25人が参加し第4回サロン協力員講習会を開催
しました。今回は、レクリエーションコーディネーター
として活躍される小池幸子氏を講師に迎え、「心も身体
もリフレッシュ！～笑顔の秘訣を伝授します～」と題し
て行いました。
参加された方達からは、「自然と笑顔になる、上手に
指導してくれるから勉強になる」と、協力員の皆さんも
楽しく学べる講習会となりました。

健康長寿 100 歳おめでとうございます
デイサービスセンターうたりをご利用の久保田初枝様に、
100歳をお祝いして内閣総理大臣、静岡県知事から賞状と記
念品が贈られました。久保田さんは農業一筋。100歳になっ
た今でもお茶の発育のことを気にしています。「長生きの秘
訣は」との問いに、「良く食べ、良く働くこと」と「うたり
に来ておいしい食事と
みんなで笑うことが楽
しい」と答えられてい
ました。また、久保田
さんは、いつでも感謝

るように、牧之原市ボランティア連絡会の主催による防
災実践講座が開催されました。
当日は市内のボランティアグループや自治会関係者な

vol

福祉作品を通じて、子ども達の豊かな心を育てるために、市内各学校のご協力のもと、みんなの描く福祉作品コ
ンクールを実施いたしました。その結果、作文9点、図画20点と多数のご応募をいただきました。
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活き活き塾でヘラづくりに挑戦
9月21日老人福祉センター
を会場に、第3回活き活き塾
を開催し20人が参加しまし
た。今回は、榛原里山の会の
方にご協力をいただき、「お
料理をもっと楽しく」と題し、
お料理に使用するヘラづくりに挑戦しました。
参加者は、ヘラの形をした竹にヤスリをかけるな
ど細かい作業に苦労しましたが、お料理する姿や献
立などを想像し、思い思いの品を完成することがで
きました。

名】岩本 陽子さん

【地

区】菅山

（アトリエモコ）

牧之原市の福祉やボランティアについて一言

今、私は牧之原市で子どもたちの絵画教室を開い
ています。小学校低学年の彼ら中心の教室では、ま
だハサミやカッターなどの文具を使えない子も少な
くないです。出来れば自分でやらせてあげたい。まっ
すぐハサミで切らせてあげたい。そして、出来る喜

榛原総合病院

8

ボランティア募集

～交友会が施設で慰問活動～

平成 24 年度みんなの描く福祉作品コンクール審査結果

いわもと よう こ

【氏

(http://yokoiwamoto.com/)
職員レポート

ど69名の方が参加され、行政、社協、
自主防災組織、ボランティア、それぞ
れの視点からの防災対策や対応につい
て報告があり、改めていざという時の
心構えや対応について再確認する良い
機会となりました。

Vol.52

〜笑顔のバトンタッチ〜

びを分かち合いたい。それを見守ることで生まれる
コミュニケーションの力を大切にしていきたいです。
それが明日の福祉につながると思います。

の言葉「ありがとう」
を忘れません。

9月8日総合健康福祉センターさざんかを会場に、東
日本大震災を教訓として今後の防災への備えを実践でき

スマイル
リレー

9月6日介護老人保健施設「はるかぜ」を会場に、
牧之原市老人クラブ連合会交友会（会長：川田 登）
の有志5人による、日本昔話を交友会用にアレンジ
した、「郷土に伝わる」懐かしい民話劇「福の神と
貧乏神」の公演が行われました。交友会では年に1
回「はるかぜ」に訪問しているそうですが、その他
にも自分達の張り合いの場になるようにと、市内の
各施設に訪問する活動を行っているとのことです。
公演では、農夫の五平や嫁、居候の貧乏神、明る
い福の神に扮した会の
皆さんが、面白いやり
取りで利用者の皆さん
をとても楽しませてい
ました。

庭園管理、駐車場の環境整備、
イベント等の補助等、楽しく活
動しています。いっしょにやっ
てみませんか？詳しくはお問い
合せ下さい。施設見学を兼ねた
事前説明会もご希望に合わせ、
対応します。

【問合せ】
榛原総合病院組合（植松）
☎22-9510（直通）
榛原総合病院総務課（澤入）
☎22-1131（代表）

女性に対する
暴力をなくす運動
11月12日～ 11月25日

相談ナビダイヤル
☎0570-0-55210

平成 24 年度歳末援護事業「歳末慰問金」のお知らせ ～歳末たすけあい募金配分金事業～
市民の皆様から寄せられる歳末たすけあい募金を活用し、支援を必要としている世帯に対して、新たな年を迎える時
期に安心して暮らせるよう、「歳末慰問金」を贈呈します。
【対

象】平成24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。（ただし、生活保護
世帯・施設入所者は除く）
①障がい児・者のいる世帯（身体障害者手帳
1級・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）
②高齢者世帯等で、著しく生活にお困りの世帯
③母子世帯、父子世帯で、著しく生活にお困
りの世帯
【金 額】一世帯5,000円（※ただし、募金実績と対象世
帯数により金額の増減があります）

【申請書配布場所】①社会福祉協議会窓口（相良事務所ま
たは榛原事務所）
②各地区の民生委員児童委員
【申請方法】申請書に必要事項を記入し、添付書類を添え
てご提出下さい。
【提出方法】①社会福祉協議会窓口へ提出
②民生委員児童委員を通じて提出
【受付期間】10月1日（月）～ 11月26日（月）
【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】牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500
（榛原事務所）☎22-5187

