
※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）

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です　　　　発行／社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

〒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

〒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

◆相良事務所 ◆榛原事務所
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●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

●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

マッキーちゃん

第86号
平成24年12月15日発行

（毎月15日発行）
次回は１月15日発行

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

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、高齢者同士の交流や孤立感の解消を目的とした「ふれあい食事会」を、11月
8日に相良地区で、11月28日に榛原地区でボランティアの皆さんの協力により開催し、両地区合わせて76人が参加しました。
　今回の食事会では、掛川道の駅での買い物を楽しんだ後、相良地区は相良総合センターい～らに、榛原地区は総合健康福
祉センターさざんかに戻り、美味しい昼食を食べながら参加者同士での歓談を楽しみました。午後は、掛川市在住で紙芝居
や歌の演奏などをボランティアで行っている石上清氏をお招きして、紙芝居を鑑賞したり、みんなで懐かしいうたを歌った
りと楽しい一時を過ごしました。参加者からは、「とても楽しかった。また、開催して欲しい」という感想が聞かれました。

お問い合せ：牧之原市社会福祉協議会　相良事務所（☎52-3500）または　榛原事務所（☎22-5187）（申込先）お 知 ら せ

※会場をお間違えのないようお願いします。

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】４日（金）、16日（水）
※受付は当日8:30 ～（先着8名）となります。（電話予約

のみ）

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】
９日（水）、23日（水）

〈問合せ〉☎23-0088

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
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ふれあい福祉センターのご案内１月

　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。

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

まちづくり

地域の

力力力力で

※『ふくしだより』は下記の場所にも置いてあります。
【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

ひとり暮らし高齢者のふれあい食事会を開催  

ご寄付 　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。

静岡ガスワン会　様　43,130円
麻華流　様　　　　　10,000円
明るい社会づくり運動相良地区協議会　様　ゆかた・布
榛原舞踊連盟　様　　39,133円

日赤奉仕団相良支部　様　10,000円・洗剤・タオル・バスタオル
退職公務員連盟榛原支部地頭方地区　様　タオル
退職公務員連盟榛原支部相良地区　様　タオル

第５回介護者のつどい

　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」
を行っています。遊びを通して仲間づくり
をしませんか？

【日　時】平成25年1月29日（火）10:00 ～ 11:30
【会　場】相良総合センターい～ら
【内　容】節分
【定　員】30組の親子（定員になり次第締切）
【申込み】社協榛原事務所（☎22-5187）へ申し込んで

下さい。
※申込みは12月18日（火）～となります。

【日　　時】平成25年1月26日（土）9:30 ～ 11:30
【会　　場】総合健康福祉センターさざんか
　　　　　　（２階栄養指導室）

【内　　容】健康推進課の管理栄養士の方にご指導いた
だき、低栄養、貧血予防の話と介護する人
が健康でいることができるように、簡単で
栄養のある料理の実習をします。

【対 象 者】牧之原市在住で、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 先】地域包括支援センターオリーブ
　　　　　　☎22-8822（榊原）
　　　　　  地域包括支援センターさがら
　　　　　　☎53-1900（大石）

～簡単に栄養がとれる食事を作ろう～

参加費
400円

（材料費）

子育て中の皆さん！集まれ!!

参加費
100円



牧之原中学校の活動紹介（学校募金）サロン代表者が先進地を視察

　11月16日総合健康福祉センターさざんかを会場に、
「苦情解決の対応について」をテーマに、株式会社たこ
満相談役平松きよ子氏を講師に招き、事例を交えての研
修を行いました。平松氏からは、「特にクレームは企業
の改善や改良を気づかせてくれる贈り物です」と言うお
話に、私達も日頃の業務を振り返るとても良い機会とな
りました。
　今回の研修を活かし
職員一丸となって、こ
れからも地域福祉推進
のために取り組んでい
きたいと思います。

　11月19日榛原中学校、11月22日相良中学校の福祉委員会
の生徒の皆さんに協力をいただき、給食サービス利用者（70
歳以上のひとり暮らし高齢者）の方に、あったかいお正月を
迎えていただくために、年賀状を作成しました。それぞれの
福祉委員会の皆さんには、毎月給食サービスのお弁当に添え
るメッセージカードの協
力もいただいていますが、
本年度は新たに年賀状の
作成にも取り組んでいた
だきました。生徒の皆さ
んが思い思いに気持ちを
込めた年賀状が届けられ
るのが楽しみです。

　11月９日第２回活き活き塾を開催し、参加者19人で
磐田市へ秋を探しに出掛けました。当日は、137年前に
建てられ、現存する木造擬洋風建築の小学校としては、
日本で最も古いとされる旧見付学校を訪れ、模擬授業の
体験や昔の教育資料等を見学しました。また、造船技術
の先駆者である赤松則良が建築した旧赤松家も訪れ、記
念館や図書蔵、昔
の家屋の工夫され
た作りなど、広い
屋敷内を散策し、
深まる秋をいっぱ
い感じることがで
きました。
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牧之原市の福祉やボランティアについて一言

〜笑顔のバトンタッチ〜スマイル
リレー

Vol.54

　市内で服作りの会社を経営しております。
　私達が常日頃意識していることは、「いかに人
を喜ばせるか」です。自分ができること、やりや
すいことを身の回りから見つけ、「ちょっとだけ
人の役に立つため」の時間を作ってみる。
　“人の役に立つ”行動が、“人を喜ばせる”意識
となり、福祉やボランティアにもつながっていく
と考えます。
　皆が豊かな気持ちで生活ができるよう市民が寄
り添い、助け合って生きていける牧之原市にして
いきましょう。（http://www.revolla.com/）

　牧之原中学校では、健康福祉委員会が中心となって、赤い羽根共同募金活動に取り
組み、学校行事である学習発表会の時間を利用して、生徒や保護者の皆さんに募金協
力の呼びかけを行ってくれました。また、共同募金に関するクイズを考えたり手書き
のポスターなども作製して積極的に活動を
広めてくれ
ました。ご
協力ありが
とうござい
ました。

平成24年度全国社会福祉大会で表彰
　11月16日東京都日比谷公会堂を会場に、わが
国の社会福祉の一層の充実をめざす機会となるこ
とを目的に、全国社会福祉大会が開催されました。
　この大会では、記念講演と社会福祉事業へ功績
のある団体及び個人の表彰が行われ、牧之原市か
らも下記の方々が受賞されました。おめでとうご
ざいます。

　12月4日ふれあい・い
きいきサロン事業代表者
22人が、静岡市清水区駒
越地区社会福祉協議会の
住民サロン（まんがんの
会）を視察しました。駒
越地区社協では、古民家
を借りてサロンを行っています。家の中には麻雀台やミシ
ン等があり利用者が自由に使用できます。また、高齢者の
活動拠点にもなっており、脳プリや麻雀等月２回活動をし
ていますが、男性の参加者が多いのが特徴です。
　スタッフの方からは、「特に男性参加者が好きなメニュー

（麻雀や脳プリ等）を計画し、盛り込むことに心がけている」
と伺い、それがサロンの継続や男性が集まる秘訣になって
いるのではないかと感じました。

社協職員で危機管理研修会 中学校福祉委員会が年賀状を作成

～健康福祉委員長
　河原崎　卓さんの感想～

　僕はこの活動をとおして、赤い羽根
共同募金は牧之原市内で活用されると
いうことが分かりました。自分たちが集めたお金が実際に人の
役に立つことをうれしく思います。今後も委員会活動として募
金活動を続けていきたいです。

活き活き塾で社会見学

社会福祉施設功労者  （敬称略）

○社会福祉施設の役職員として15年以上、
職員として20年以上在職し、功績顕著で
ある方

　　今村　育代（第２こづつみ作業所）
　　富田伊津子（こづつみ作業所）

　11月23日総合健康福祉センターさざんかを会場に、障がい者自立支援ネットワーク主催による「発達障害をもつ
人への理解～地域ではぐくむ支援の輪～」と題して講演会が行われ、115人の方が参加しました。当日は、藤枝駿府
病院リハビリ統括部長臨床心理士　桑本正氏による発達障害についての事例を交
えての講演、当事者である荒木一輝さんと母親の荒木利奈子さんによる講演が行
われました。
　荒木一輝さんからは、「なぜ障がいをもって生まれたのだろうと思ったことも
あったが、今ではそれも個性だと思っています」と現在の心境が語られ、母親の
荒木利奈子さんからは、「子育て中は子どもの事を責めてしまったこともあった。
親だけでは育てられないし、地域の協力が大切です」と、当時の子育て中の苦悩
や現在の心境を語っていただき、地域の皆さんへの理解を求めました。

発達障害をもつ人への理解～地域ではぐくむ支援の輪～
（講演会報告） 【日　　時】平成25年２月16日（土）

　　　　　　14:00 ～ 17:00（受付13:30）
【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（各20人）
【参 加 費】男性3,000円　女性1,000円（当日集金）
　　　　　※フリードリンク、ケーキ類をご用意させ

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
　　　　　　（FAX24-1166または52-5585 ／郵送可）

【問 合 せ】牧之原市社協（榛原事務所）☎22-5187
または（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。

　今年も市内のスーパー等の店頭をお借りして、歳末
たすけあい街頭募金運動を実施します。この活動は、
福祉団体や民生委員児童委員等の明社協会員及び社協、
中学生ボランティア等が募金活動を行いますので、皆
様のあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

【実 施 日】榛原地区12月16日（日）
　　　　　　相良地区12月23日（日）

　明社協は、人々の善意を呼び起こし、その善意を結
集させ、人と人、人と自然との間に調和の保たれた平
和な社会を築くことを目指し、感謝・協調・奉仕の精
神のもと、全国の都道府県、市町村のほとんどを包括
する形で地域ごとに協議会を結成しています。

歳末街頭募金運動への
協力のお願い

参加者募集
～ハーブの香りに誘われて素敵な出逢いを探しませんか？～

ラッキーパーティー 2013“Winter”明るい社会づくり運動静岡県牧之原市
榛原・相良地区協議会（明社協）主催

締切
1月31日
（木）

防災とボランティアの日　　１月17日
防災とボランティアの週間　１月15日～ 1月21日


