
牧之原 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）
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マッキーちゃん

【会　場】相良事務所、榛原事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

※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）

貸付相談

【問合せ】
生活支援センターつばさ（☎ 53-2610（相良地区））
生活支援センターやまばと（☎ 29-0223（榛原地区））

障がい者の生活相談　毎週月～金曜日（8:15～17:00）

【問合せ】
地域包括支援センターさがら（☎53-1900（相良地区））
地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822（榛原地区））
※お電話は24時間受け付けます。

在宅介護（介護機器）相談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】3月4日㈬、18日㈬〔第1・第3水曜日〕
【時　間】（10:00 ～ 15:00）

※受付は当日8:30 ～（先着8名）となります。（電話
予約のみ）

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】3月11日㈬、25日㈬〔第2・第4水曜日〕
【時　間】9:00 ～ 11:30

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会　場】相良事務所
【日　時】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

福祉総合相談・ボランティア相談

ご寄付 善意のご寄付をいただきありがとうございました。

・麻華流 様　10,000円
・鶴俊の会 細江民謡クラブ 様　5,349円

＊1登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に
取り組む団体です。なお、登録の方法は社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。 【日　　時】　3月21日（土）　14:00 ～ 16:00

【会　　場】　FULL MOOM CREPE みっくす（須々木2701-13）

【参加条件】　2 ～ 3名のグループにての参加となります

【募集人数】　男性9名（3 ～ 4グループ） 女性12名（3 ～ 4グループ）

【参 加 費】　男性 2,000円　女性 1,000円（当日集金）

【締 切 り】　3月9日（月）

【申込方法】　申込書をご記入の上、社協に提出（FAX52-5585 ／郵送可）

　　　　　　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。

　　　　　　　　【問 合 せ】　相良事務所　☎52-3500

のびのび子育て井戸端会議

平成27年度 ボランティア活動保険加入のお知らせ

傾聴療法士養成講座受講生募集

牧之原市社協賛助会費のお願い
【日　時】　３月２日（月）
　　　　　10:00 ～11:30

【会　場】　さざんか
【内　容】　ひなまつり
【申込み・問合せ】
　相良事務所　☎52-3500
　※2/23（月）までに申込み下さい

【ご加入いただける方】
社会福祉協議会及びその構成員・会員ならびに社会福祉
協議会が運営するボランティア・市民活動センターなど
に登録されているボランティア、ボランティアグループ、
団体＊1

【補償期間（保険期間）】平成27年4月1日（水）～
平成28年3月31日（木）まで

【申込開始日】平成27年3月2日（月）～
　　　　　 　相良事務所窓口及び榛原事務所窓口にて受付

【問 合 せ】相良事務所　☎52-3500

【日　　時】　4月4日（土）、5月9日（土）、6月6日（土）、
　　　　　　7月11日（土）12:30 ～ 17:00

【会　　場】　牧之原市総合健康福祉センターさざんか
　　　　　　2階会議室

【受 講 費】　10,000円（初回全納）
【受講方法】　電話申し込み

【締　　切】　3月22日（日）まで
【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 先】　080-1604-8763（野村） 
　　　　　　090-1868-5711（石山）

　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補償します。活動中の万が一の事故に備え、活動保
険の加入をおすすめします。

　人は、不安や孤独を感じ悩んでいるとき、誰かに話しを聞いてもらい自分の気持ちが精神的安定を覚え、穏やかな
心、生活がとり戻せるようになります。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。
　脳科学、心理学に根ざした傾聴療法を講じます。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。（別途費用）

　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
て地位風刺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　☎52-3500

〒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

③ 相良デイサービスセンター …… ☎ 52-5553
④ 地域包括支援センターさがら … ☎ 53-1900
⑤ 相良ホームヘルプサービス事業所 ☎ 53-2212
⑥ 相良居宅介護支援事業所 ……… ☎ 87-2327
⑦ 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑧ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

⑨ デイサービスセンターうたり … ☎ 22-4419
⑩ 榛原ホームヘルプサービス事業所 ☎ 24-1165
⑪ 榛 原 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ……… ☎ 22-6520

① 相良事務所 ② 榛原事務所

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

甘いものが好きな方、出会いが欲しい方、
おいしいスイーツを食べながら楽しいひと時を過ごしませんか？

「スウィート」な恋をはじめよう！

参加者募集

・小糸製作所労働組合榛原支部 様　23,989円
・名波 勝弥 様　30,000円　　　　・舞踊あざみ会 様　10,000円

ラ ッ キ ー パ ー テ ーィ



職場で!地域で!役立つこと間違いなし!!
高齢者の健康と生きがいづくりを目的とした介護予防レクリエーション講習会を開催します。

【開 催 日】　２月17日（火）19:00 ～ 20:30
　　　　　　３月３日（火）19:00 ～ 20:30

【会　　場】　相良総合センター「い～ら」
【対 象 者】　地域活動に携わる方、福祉現場で活躍する

方、レクリエーション活動に興味がある方
【定　　員】　30名（先着順）

【参 加 費】　無料
【持 ち 物】　タオル・飲み物・筆記用具
　　　　　　※動きやすい服装

【申込み・問合せ先】　
　　　相良事務所　☎52-3500

【日　　程】　平成27年2月23日(月) ～
3月23日（月）までの全5回

　　　　　　（毎回13時30分から15時30分まで）

【受 講 料】　1回 500円　（教材費・保険料）
【会　　場】　牧之原市相良総合センター　「い～ら」 
【対 象 者】　高齢者の介護予防に関心がある方、介護ボ

ランティアを目指す方
【定　　員】　30名（先着順）
【持 ち 物】　タオル、飲み物、筆記用具
【そ の 他】　本講習会は、レクリエーション・インスト

ラクター資格取得のための単位に加算され
ます。

【主　　催】　静岡県レクリエーション協会
　　　　　　静岡県人権・地域改善推進会

【主　　管】　島田市レクリエーション協会
【申込み・問合せ先】　相良事務所　☎52-3500

【日程・内容】　※１回の参加も可能です

平成27年2月23日(月）～ 3月3日(火）
相良総合センターい～ら　エントランスホール
お気軽にお越し下さい。

　静岡県中部流域林業
活性化センター様よ
り、川根本町の杉の木
でつくられたベンチ2
台をい～らに寄贈して
いただきました。ホワ
イエにありますので、
皆様お使い下さい。

　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対象

となりませんのでご注意下さい。

【回収先】相良事務所◦榛原事務所
【問合せ】相良事務所　☎52-3500

　10月1日～ 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
力をいただきました。いただいた募金は牧之原市をより良くするための地域福祉の財
源として活用させていただきます。
　ご寄付を賜りました皆様に厚く御礼申し上げます。

平成 26 年度 赤い羽根共同募金運動活動報告

牧之原市を良くするために実施している事業

未使用 (書き損じ )ハガキで
ボランティアしませんか？

ふれあい・いきいきサロン作品展を開催します。

「い～ら」にベンチの寄贈をしていただきました

平成26年度赤い羽根共同募金集計額　6,433,760円

区　分 金　額 備　考

戸別募金 3,757,600円 11,763世帯

法人募金 1,586,500円 474法人

街頭募金 12,020円 ふれあい広場

学校募金 65,022円 10小学校、3中学校、2高校

職域募金 42,448円 牧之原市役所、静岡銀行（榛原支店・相
良支店・御前崎支店）、社協

その他の募金 22,670円 各区コミュニティーセンター、自販機、郵便
局窓口、社協窓口

回数 日　　程 内　　　容

１回目 ２月23日（月）
介護予防とレクリエーション

「心と体をほぐすジャンケンゲーム」

２回目 ３月２日（月）
前頭葉を鍛えましょう

「大宴会の料理メニューは？」

３回目 ３月９日（月）
仲間意識を高めましょう

「連想を楽しみ、脳を元気にするビ
ンゴゲーム

４回目 ３月16日（月）
回想法活用

「懐かしいあの頃、あの時、あの歌
アラカルト」

５回目 ３月23日（月）
転倒予防体操

「レクリエーション・エクササイズ」

区　分 金　額 備　考

戸別募金 947,500円 11,763世帯

「一般募金」（10/1 ～ 12/31） 「歳末たすけあい募金」（12/1～ 12/31）

◦給食サービス
◦ふれあい食事会

♥高齢者のために

◦ひとり暮らし高齢者おせちセット配付事業
◦歳末慰問金贈呈事業

♥支援が必要な方のために

◦福祉施設交流会
◦牧之原市青年学級への助成
◦障がい児を持つ親の会（ひまわり会）　への助成

♥障がい者のために

◦さざんかふれあい広場の開催
◦ふくしだよりの発行
◦明社協への助成

♥地域のみんなが安心・安全に暮らすために

◦のびのび子育て井戸端会議
◦子ども会連絡協議会への助成

♥地域の子育てを応援するために

介護予防レクリエーション講習会を開催します

※ご協力いただいた募金は、県共
同募金会を通じ、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。

介護予防ボランティアのためのレクリエーション講習会


