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 30,000円
野ヶ本建設株式会社 様 26,526円、絵本22冊
榛南地区労働者福祉協議会 様
ユニー㈱ピアゴ榛原店 様

お 知 ら せ

お問い合せ
：牧之原市社会福祉協議会
（申込先）

神寄区公民館まつり 様

第89号

15,000円

平成25年３月15日発行
（毎月15日発行）
次回は４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

【内

容】友達づくり

～少ない掛け金で大きな補償～
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償を

【対 象 者】市内在住で一人では外出が困難な

B&G

汐見台
150

険への加入をおすすめします。少ない掛金（300円～）で、1事故

【利用方法】貸与者・運転者の登録（年度更新）が

最高5億円まで補償します。補償期間は平成25年4月1日以降随時

必要です。登録後は利用の1週間前

加入（中途加入可）でき、
平成26年3月31日までの補償となります。

までに電話予約をお願いします。

下さい。

ホームページ

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】3日（水）、17日（木）
※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
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。
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http://www.makinohara-shakyo.jp

地域の

力で

まち

※車輌の種類や詳細については社会福祉協議会
へお問い合せ下さい。

4月 ふれあい福祉センターのご案内

文

●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

【貸出時間】原則8:30 ～ 17:00まで
【利 用 料】燃料代実費

加入方法等詳細につきましては、社会福祉協議会までお問い合せ

●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

榛高

高齢者・障がい者等

補償します。活動中の万が一の事故に備え、ボランティア活動保

〈問合せ〉☎23-0088

◆榛原事務所

〒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

平成25年度ボランティア活動保険のお知らせ

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】
10日（水）、24日（水）

い～ら

龍眼荘

榛原庁舎

榛原

場】相良総合センターい～ら

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

さい。

島信

時】4月9日（火）10:00 ～ 11:30

〒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

地頭方

【日

います。病院への通院等、必要な方はご利用下

◆相良事務所

ターミナル

を行っています。遊びを通して仲間づくりをしませんか？

ま乗り降りができる車輌）の貸し出しを行って

バス

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」

社会福祉協議会では、福祉車輌（車椅子のま

※「社協」とは「社会福祉協議会」の略称です
〶

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

福祉車輌を貸し出します

鬼女新田

子育て中の皆さん！集まれ!!

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

ビタミンスクールで交流
2月22日トーク地頭方を会場に、ビタミンスクールの会員の皆さんと地頭方保育園の園児合わせて66人が交流を行いました。
交流会では、一人ひとり自己紹介をしたあと、会員と園児がペアになり、仲良くガンバルーン体操をしたり、おじいさん
やおばあさんに抱っこしてもらったり、ひざの中に入って絵本を読んでもらったりして楽しい時間を過ごしました。また、
この日は東日本大震災で被災した南相馬市の保健師が当スクールを訪れ、日頃からの地域住民とのつながりの重要性や、災
害が起きてもいつでも逃げられる丈夫な体づくりについて、お話を聞かせてくれました。
※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）

牧之原市高齢者等
見守りネットワーク事業へ協力
2月5日牧之原市と市内46事業所との間で、高齢者等
見守りネットワーク事業への協力事業者証交付式が開
催され、協定書の締結が行われました。
この事業は、牧之原市が高齢者が家庭や地域の中で
孤立せず、住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心し
た生活を送ることができるよう、日常業務の中でのさ
りげない見守りによって、早期発見、支援ができる見
守りネットワークの構築を目指すものです。社協も
ネットワーク
事 業 所 の1つ
として、牧之
原市や事業所
と連携してい
きたいと思い
ます。

萩間地区民生委員児童委員と
意見交換会を開催
2月13日萩間地区民生委員児童委員、相良清風園、社
会福祉協議会が意見交換会を行いました。
この意見交換会は、さまざまな立場の人が集まり地域
の生活課題等をみんなで解決し、支援の輪を広げること
を目的に定期的に開催していますが、その中ではひとり
暮らし世帯の見守りにつ
いてや認知症についての
対応などを考える場と
なっています。今後も継
続して話し合いの場をつ
くっていく予定です。

サロン作品展を開催
相良総合セン
ターい～らを会
場に、2月15日か
ら19日にかけサ
ロン作品展を開
催しました。こ
の作品展は昨年
度より、各地域
のふれあい・い
きいきサロン活動で製作された作品等の展示を目的に開
催しているものですが、今年の作品展には全部で11サロ
ンの作品が出展されました。
出展作品には、牛乳パックを再利用した花びんやお茶
摘みをモチーフとした立体工作等、それぞれに工夫をこ
らしたものばかりで、普段の活動の成果を披露するとて
も良い機会となりました。来場者からは「どれも素晴ら
しいものばかりで、見ていてとても楽しい」と感想をい
ただきました。

スマイル
リレー
Vol.56

〜笑顔のバトンタッチ〜
なかじま ゆういち

【氏

名】中嶋 雄一さん

【地

区】東萩間

牧之原市の福祉やボランティアについて一言
私は自然薯栽培を専門に行っている農家の3代目で、
地元の小学校の総合学習の一環として行っている自然薯
栽培の講師を、父と共に行っています。植え付けや収穫
時の子どものキラキラした目や笑顔をみていると、こち
らも笑顔になります。笑顔は心を豊かにしてくれます。
それがまた福祉への気持ちを生み、誰かが笑顔になる。
そんな連鎖が当たり前になる社会になるといいですね。

生活支援センターつばさが開所します！
4月1日から相良庁舎の1階に、障がいのある方を支援する生活支援センターつばさを開所します。
このセンターは、障がいのある方からの「地域生活」に関わるご相談をお受けし、相談者（ご本人・家族・関係者
など）のお話をお聞きして、どのような援助が必要かを一緒に考えていくところです。電話・来所・訪問でご相談を
お受けいたします。地域に密着した、きめ細かな支援を行えるよう、榛原地区をやまばと学園が、相良地区を社会福
祉協議会が行うようになります。まずはお気軽にご連絡下さい。
Ｑ：どんな相談ができるの？
A：生活に関わる相談ができます。
・制度やサービスの利用に不安があるとき
・生活費の組み立てに不安があるとき
・活動する場所が欲しいとき
・ご家族に障がいがありその対応に困って
いるとき など

【問合せ】生活支援センターつばさ

Q：他には何かあるの？
A：サービス利用計画を作成します。
・ホームヘルプサービス等の利用計画の作成
・定期的な見直し（モニタリング）

☎ 53-2610

生活福祉資金貸付制度のご案内
「失業してしまい生活費がない、医療費を支払って
生活費が不足してしまう、高校や大学に進学したいけ
ど、授業料を支払うことが難しい」等でお困りの方は、
資金貸付の相談に応じます。
生活福祉資金は低所得者世帯、障がい者世帯、高齢
者世帯を対象とした貸付制度であり、貸付を利用する
ことで世帯が自立し、生活を維持することができるよ
う、お手伝いするものです。お気軽にご相談下さい。
● 資金の種類
・総合支援資金

・教育支援資金

・福祉資金

・不動産担保型生活資金

※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】牧之原市社協（相良事務所）☎52-3500
または（榛原事務所）☎22-5187

日常生活自立支援事業のご案内
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断
能力が不十分な方が、地域において、不安の少ない生活
が送れるように、福祉サービスの利用に関する相談に応
じ、日常生活を営むのに必要なサービスが利用できるよ
うお手伝いをする事業です。お気軽にご相談下さい。
● お手伝いの内容
・福祉サービスを上手に利用するための情報提供や利用
手続きのお手伝い
・公共料金の支払いや計画的な出金など、日常的なお金
の管理のお手伝い
・通帳や証書など大切な書類のお預かり
●利用料
1回1,000円（生活保護を受けている方は無料です）
※ご相談は無料です。
※利用するには一定の判断能力が必要となります。
※専門員がお宅等を訪問し面談させていただきます。
【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

賛助会費にご協力ありがとうございました

（敬称略）

岩堀電設㈱・㈱うおとも・静央ハウス㈱・㈱ヤマモト・

プマスダ・㈲ささ屋・中部日本トラベル㈱・税理士法

㈲寺田設備・藤浦工業㈱・㈲山万茶業・山本産業㈱・

人知久会計・㈱栗山商店・㈲内藤印刷・ハイナン農業

㈱ブンテン・㈱伊東フーヅ・㈱第一防災・山本電機㈱・

協同組合・大平薬局・㈱カネハチ・大栄ホーム㈱・榛

今村肥料㈱・㈲三誠工業・㈱おしゃれの店・㈱山下新

南建材㈱・本目商事㈱・野ヶ本建設㈱・㈲日ノ出モー

聞店・相良自動車修理㈱・㈱カーメイト松下・㈱松下

タース・㈱相良燃料・㈱牧之原いなば園・静央開発㈱・

製茶機械・泰善寺・㈱大日商会・㈲スズカケ・飛鳥建

牧南茶農業協同組合・㈱ＳＡＷＡＤＡ・㈲榛原クリー

設㈱・㈱荒畑園・㈱シンドウ商店・㈲旅クラブ・㈲オ

ンサービス・㈱本杉製作所・㈱小糸製作所相良工場・

イガックス・㈱榛南自動車学校・㈲内藤新聞店・㈲ト

カツマタ自動車販売㈱・㈱常楽園・共和建設㈱・坂部

シズ・㈱丸紅・㈱スーパーラック・釘ヶ浦建設㈱・㈱

富士坂製茶農業協同組合・㈲二葉測量設計事務所・㈱

榛南綜合家具センター・掛川信用金庫相良支店・㈱加

アキノ・伊藤園産業㈱・㈱ハイナン・㈱門田電話工業

藤組・㈱佐藤自動車・カルチャープラント㈲・静岡三

所・マルサダ製茶㈱・農事組合法人さかぐち・㈲名波

和梱包運輸㈱・㈱川崎建設・増田工業㈱・栗山石油店・

土建・㈲加藤燃料商会・相良建設㈱・㈱ハチマル・ス

㈱明建・相良物産㈱・㈱杉山商事静岡事業所・合資会

ルガ銀行㈱相良支店・㈲河原崎モータース・富士勝茶

社矢部商店・スルガ銀行㈱榛原支店・富士ツバメ㈱榛

農業協同組合・増井建設㈱・㈱神谷鉄工所・曽根建工

原支店・㈱カワムラ・㈲原崎工務店・㈱はいやく・東

㈱・大豊㈱・第一化成㈱・㈱野村商店・四ノ宮自動車

和運輸倉庫㈱・㈲土屋商店・坂三坂部茶農業協同組合・

工業㈱・日機装㈱静岡製作所・㈱友藤製作所・静和事

㈱伊藤園静岡相良工場・㈱ヤマク・サンコー精産㈱・

務機㈱・㈲アロエランド・㈲静岡マグネット・曹洞宗

司法書士田村俊雄事務所・㈲小西薬局・㈲原田工業・

円成寺・新井新聞店・牧之原丸牧茶農業協同組合・㈱京

㈲カミヤ加工・㈲寺田燃料・㈱小栗農園・和光堂㈱静

王商事・㈲中野ミシン電器店・大洋電設㈱・㈱笠原産業・

岡工場・近江産業㈱・東洋製罐㈱静岡工場・南遠化工

㈲イリヤマタ名波製茶・ワシン産業㈱・㈲榛原衛生社・

㈱・㈲西原フルーツ・㈱山西製作所・㈱大阪屋薬局・

㈱矢部製作所・小塚建設㈱・㈱フォルテ静岡・西静岡

㈱髙塚モータース・川原崎商店・㈲神崎運送・島田信

ヤクルト販売㈱空港南センター・仁田特産農業協同組

用金庫相良支店・三和建設㈱・㈱トライツナプロダク

合・㈱みつぼし・㈲鈴木樹脂・㈱木村組・㈲エノケン

ト榛原工場・小山紙店・㈲マスダファミリーケアショッ

工業・丸ス工業㈱・㈱マルユウトラベル・㈱百姓園

