
※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

牧之原市社協では、誰もが住みよい明るい地域づくりを
進めるために、法人・企業の皆様に賛助会員への加入を
呼びかけ、その会費を財源として地域福祉事業に取り組
んでいます。皆様のご協力をお願いいたします。

【会　　費】1口5,000円
【加入方法】電話にてご連絡いただければ、手続きに　
　　　　　　ついてご説明させていただきます。

【問 合 せ】相良事務所（総務課）☎52-3500

先月号（第87号）のご寄付の中で、昭和31年度川崎中学校
卒三年Ｅ組一同様の表記が、昭和31年度川崎小学校卒三年
Ｅ組一同となっておりましたので、お詫び申し上げます。

社協賛助会費にご協力を！
生活支援センターパート職員（1人）を募集します

【仕　事】障がい者への相談やプランの作成業務（旧相良町地区）

【時　給】当社規定による
【資　格】社会福祉主事・社会福祉士・介護福祉士・

精神保健福祉士・ケアマネジャーのうち、
いずれか1つ以上を望む。要普通免許

【応　募】社協へ電話連絡後、履歴書（写真付）を郵送
またはご持参下さい。

※その他詳細は面談の上決定。
※4月1日からの新規立ち上げ事業です。

【問合せ】相良事務所（在宅福祉課）☎52-3500
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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88号
平成25年２月15日発行
（毎月15日発行）
次回は３月15日発行

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

　相良小学校5年生が、1月23日～ 25日の3日間相良デイサービスセンターを訪れ、以前より授業でお年寄りとの関わりにつ
いて学習してきたことをもとに、利用者の皆さんとトランプやかるた取りなどをして過ごしました。
　5年3組の名波珠生さんは、「みなさんとてもやさしくて、かるたを取るのもとても早くて驚きました。本読みもしっかり
と聞いていただきました」と感想を話してくれました。デイサービスを利用されている西尾くに江さんは、「本読みをして
くれました。声もとても大きくはっきりしていて聞き取りやすかったです。ありがとう」と、子ども達との交流をとても楽
しまれていました。

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】６日（水）、21日（木）
※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】
13日（水）、27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

お詫び

3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

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。

牧之原市立川崎小学校　様　　　松浦　いち　様　　5,000円

　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】3月19日（火）10:00 ～ 11:30
【会　場】総合健康福祉センターさざんか
【内　容】エレクトーンコンサート
【問合せ】榛原事務所☎22-5187

家族みんなで協力して
ウインナー作りを体験しませんか？

【日　時】3月2日（土）9:30 ～ 12:30
【会　場】総合健康福祉センターさざんか
【内　容】ウインナー作り体験
【参加費】無料（定員50人）
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク
【問合せ】榛原事務所☎22-5187

子育て中の皆さん！集まれ!! 親子ふれあい交流事業のお知らせ
ご自由に
どうぞ

申込期限
2/25㈪

相良小の生徒がお年寄りと交流



川崎小の生徒が
アルミ缶を集めて施設に寄付

　1月10日川崎小学校の福祉委員会の皆さんが、
デイサービスセンターうたりに寄付に来てく
ださいました。1年間みんなでアルミ缶を集め、
換金したお金をうたりだけでなく市内の他の福
祉施設にも寄付され
たそうです。子ども
達からは「ぜひ、施
設の皆さんで役立て
てください」と、ご
利用者様に手渡して
くださいました。

赤 い 羽 共根 同 募 運金 動 募 金 活 報動 告

平成24年度

一般募金（募金期間：10月1日～ 12月31日）

歳末たすけあい募金(募金期間：12月1日～ 12月31日)

　10月1日から12月31日にかけて赤い羽根共同募金運動が実施され、下記のとおりご協力いただき
ました。赤い羽根共同募金は地域福祉事業の財源として、また、歳末たすけあい募金は地域で支援を
必要とされる方への援助として活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

■牧之原市社協で実施している事業
　県共同募金会より配分を受け、地域福祉推進のため下記事業を実施しています。

○一般募金事業
☆給食サービス
　　70歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者を対象に、民生

委員児童委員・ボランティアの協力により、毎月2回お弁
当をお届けしています。

「いつも給食ありがとうございます。私は、一
品一品のお料理の味と共に作って下さる皆様の
手順や工夫、会話などを想像しながら仲間入り
をさせていただくように、心を一緒に食べさせ
ていただいています。栄養もたっぷりで美味し
くいただいています」

☆ふれあい食事会
　　70歳以上のひとり暮らし高齢者同士の交流親睦（仲間

づくり）や孤独感の解消を図るため年２回実施しています。
「皆さんとおしゃべりをしながら食べる食事は
とても美味しいです。次回も参加できることを
はげみにしています」

☆さざんかふれあい広場
　　牧之原市の保健と福祉の拠点を活かし、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
を趣旨に「ふれあい広場」を開催しました。

「大変盛況のなかで活動のＰＲをさせていただ
くことができました。また、準備から片付けま
で高校生のボランティアの皆さんが手伝ってく
ださりとても助かりました」

☆福祉施設交流会
　　市内8施設の所生と保護者を対象に相良総合センター
　い～らで交流会を開催しました。

「大きな声で歌を歌ってすごく気持ちよかった
です。たくさんの人とも交流もできてうれし
かったです。素敵な思い出を作ることができた
交流会でした」

☆のびのび子育て井戸端会議
　　未就園児の親子を対象に、季節の行事や自由遊びを通じ

て気軽に交流できる友達づくりの場として開催しています。
「毎日、育児や家事に追われる日々ですが、の
びのびに参加させてもらうと子育てを楽しむヒ
ントをもらえたり気持ちに余裕がもてるように
なります。同じ世代のお母さんたちと話ができ
たり、スタッフの方々とも情報交換ができ、私た
ち親子にとっては大切な場所になっています」

☆各種団体補助事業
　活動推進、発展のため5団体へ補助しました。

○歳末たすけあい募金事業
☆ひとり暮らし高齢者おせちセット配付事業
　　民生委員児童委員、ボランティアの協力により慰問金を

お届けしました。
「皆様のお気持ちであたたかなお正月を過ごす
ことができます。ありがとうございます」

☆歳末慰問金贈呈事業
　　生活困窮世帯を対象に、民生児童委員の協力により慰問

金をお届けました。

※詳しい使い途は、静岡県共同募金会
  （http:/www.shizuoka-akaihane.or.jp/）をご覧下さい。

平成24年度赤い羽根共同募金集計額　６，５８３，５０５円

区　分 金　額 備　考
戸別募金 3,707,045円 11,769世帯
法人募金 1,648,500円 486社
街頭募金 40,626円 ふれあい広場
学校募金 116,233円 9小学校、3中学校、2高校
職域募金 35,334円 静銀、市役所、社協他
その他の募金 32,783円 社協窓口、自販機、郵便局等

区　分 金　額 備　考
戸別募金 1,000,365円 11,769世帯
その他の募金  2,619円

※平成24年度にご協力いただいた募金は、県共同募
金会を通じ、平成25年度の地域福祉事業及び市内
の福祉施設の運営に役立てられます。

利用者の声

参加者の声

参加者の声

参加者の声

利用者の声

利用者の声

　出さずに余った年賀状や失敗した
ハガキがご家庭にありませんか？未
使用（書き損じ）ハガキは、地域福祉
のまちづくりや発展途上国の医薬
品、井戸掘り、植樹などの資金に活用
されます。あなたのご家庭で眠って
いるハガキで、気軽にボランティア
活動に協力してみませんか？
※なお、投函済みのハガキは回収で
きません。

【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

第8回静岡県内外の災害ボランティアによる
救援活動のための図上訓練　参加者募集！

今、始める 災害前からの絆づくり　
－地域で頼られる存在へ－

【日 時】3月2日（土）、3日（日）
【会 場】静岡県勤労者総合会館（静岡県労政会館）
【対 象 者】・災害時のボランティア活動や防災について、

日頃から取り組んでいる団体
・組織及び取り組みをはじめた団体・組織
・東日本大震災で被災地支援活動に取り組んだ団体・組織

【参加条件】2日間の参加が原則となります。
【定 員】250人
【申 込 み】ＦＡＸ、郵送またはＥメールで静岡県ボランティア協会までお申し込み下さい。
　　　　　※申込書は静岡県ボランティア協会HPからダウンロードできます。

【主催・問合せ】
静岡県ボランティア協会  ☎054-255-7357　FAX054-254-5208

　静岡県では車いす利用者等歩行が困難な方
に『利用証』を交付し、交付を受けた人が利用
証を掲示して身体障害者等用駐車場を利用す
る『ゆずりあい駐車場事業』を始めます。県内
の公共施設やスーパーマーケット等の今までの
障害者用駐車場の一部がその対象駐車場となり
ます。『利用証』の交付は牧之原市役所相良窓
口課・総合健康福祉センターさざんか社会福祉
課にて平成25年2月
1日より開始されま
した。制度の詳細は、
牧之原市役所社会福
祉課（☎23-0072）
までお問い合わせく
ださい。

静岡県ゆずりあい駐車場制度を
ご存じですか？ 　人は、不安や孤独を感じ悩んでいる時、誰かに話を聞いても

らい、自分の気持ちが分かってもらえた時、精神的にゆとりが
出て穏やかな生活ができるようになります。そんな上手な聴き
手としての「心と能力」を備えた人になるための講座です。
　全日程を受講して、課題のレポートを提出し、承認を得れば
準傾聴療法士の資格が取得できます。（別途経費）

【日 時】4月6日、5月11日、6月1日、7月13日
　　　　　 ※いずれも土曜日の13:00～17:00となります。

【会 場】総合健康福祉センターさざんか（2F会議室）
【受 講 費】10,000円（初回全納）
【受講方法】電話で申し込んで下さい。
【主 催】ＮＰＯ法人日本精神療法学会
【共 催】心の談話室　牧之原
【後 援】牧之原市・牧之原市社協
【申込み・お問い合せ】
☎080-1604-8763（野村）　☎090-1868-5711（石山）

第7回傾聴療法士養成講座　受講生募集！

申込期限
3/24㈰

申込期間
1/28〜

未使用（書き損じ）ハガキ
ありませんか？

【氏　名】中
な か だ

田 竜
りゅうすけ

輔さん

【地　区】白井

牧之原市の福祉やボランティアについて一言
　私は命大こまつなを生産している農家です。消防団活動や大道
芸のボランティアに参加しました。人の笑顔を見ること、人の役
に立つことをやっていきたいと思っています。みんな誰かに助け
てもらいながら生きています。市民がほんの少しだけでも人に笑
顔や役に立つ行動、ゴミを拾ったりするだけで良い街になってい
くと思っています。私も仕事や行動を通して、少しでも牧之原市
のためになる行動をしたいと思っています。命にとって大切なこ
とをやることによって、より良い街にしたいですね。

〜笑顔のバトンタッチ〜スマイル
リレー

Vol.56


