
だんのだんの らしのらしの あわせあわせ

「ふくし」いっぱいの
　　牧之原市にしよう！

市内小・中学校にて、福祉教育を行いました。「ふくし
とは？」をみんなで考えたり、高齢者疑似体験やアイ
マスク体験をしました。体験では、当事者の気持ちに
なることで、たくさんのことを感じていました。

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
【期　日】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00
経済的な困りごとを抱えた方の生活の立て直しをはかるための相談窓口です。

生活困窮者相談窓口

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【日　時】8月3日㈬、17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）
【期　日】８月10日㈬、24日㈬、31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
【期　日】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

〒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:houjin@makinohara-shakyo.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

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

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）

牧之原市地域福祉フォーラムの開催

サロン・サロン♪の開催

のびのび子育て井戸端会議の開催

みんなの描く福祉作品コンクール
作品募集

災害ボランティアコーディネーター
養成講座の開催

ご家庭で眠っている食品の寄付をお願い

　「住み慣れた牧之原市で、いつまでも元気で活き活きと暮らし
たい」という思いを実現させるためには、どのようなことが必要
だと思いますか？自分で、お互いに、地域でできることはなにか、
住民同士の支え合いと地域づくりについて、みんなで考えてみま
しょう。
基調講演 堀田 力 氏
みんなで支え合う地域をつくろう
〜新しい地域支援事業の実施をチャンスとして〜

【日　時】８月18日(木)13：30 〜
【会　場】相良総合センターい〜ら
【定　員】500名（参加費無料）
駐車場に限りがありますので、乗り合わせでのご来場にご協力下さい。

【募集作品】テーマ「心に残るふれあいや福祉体験」
　①作　文：400字詰め原稿用紙使用
　　　　　　低学年の部（１〜３年）文字制限なし
　　　　　　高学年の部（４〜６年）２枚以上
　②図　画：クレヨン・水彩画等による表現（図画の部・ポスターの部）
　　　　　　大きさ四ツ切り（364㎜×515㎜）

【応募方法】応募作品に「みんなの描く福祉作品コンクール応 
　　　募票」 を添付して社協へ提出（応募票は社協窓口
　　　にあります）

　　　　　　※作品の返却は行いませんのでご了承ください。
【応募資格】市内小学生1 〜 6年生まで
【募集期間】7月20日（水）〜 9月5日（月）
【発　　表】各部門ごとに入選者を9月に選考（本人・学校宛

　　　に通知、社協広報紙等に掲載）
　　　　　  出品作品は、相良総合センターい〜らロビー
　　　　　  ［10月18日（火）〜 10月30日（日）］へ展示

【問 合 せ】相良事務所　☎52-3500

　今後もさらに、ふれあい・いきいきサロン事業やボランティア
活動の輪が広がっていくように講習会を開催します。　協力員ボ
ランティアだけでなく、サロンを支える方々、内容に興味がある
方 「大歓迎！」みなさまのご参加をお待ちしております。

【日　時】 7月27日(水)13:30 〜 15:00
【会　場】総合健康福祉センターさざんか
【内　容】やってみてや〜 こんなレク！
【講　師】サロンのぞみ協力員　　【参加費】100円
【問合せ・申込み】相良事務所(☎52-3500)

　生活困窮者自立支援法がスタートし、今日･明日の食べるも
のがない方の支援を行っています。その食糧は地域の方の寄付
やNPO法人の支援により成り立っています。しかし、頼みの
綱であるフードバンクにおいても食糧が不足している状況にあ
るため、今回、牧之原市社協では〝フードドライブ〟を実施し、
フードバンクふじのくにへの協力を行っていきたいと考えてい
ます！

期間：8月1日（月）〜 8月31日（水）
　　　午前9時〜午後5時（土日祝日除く）
窓口：相良総合センターい〜ら（相良事務所）
　　　老人福祉センター龍眼荘（榛原事務所）
　※牧之原市社協への寄付は随時受け取りを行っております。
　※窓口へ持参できない場合には、牧之原市社協へご相談くだ
　　さい。
 
寄付していただきたい食品
穀類（お米、麺類等）缶詰、
瓶詰、レトルト食品、調味料
各種、飲料（ジュース、紅茶
等）乾物（海苔等）、ギフトセッ
ト（お中元、お歳暮等）
※原則として、常温保存する

ことができ、賞味期限が1 ヶ月以上残っているもので未開封
のものに限らせていただきます。

　ふくしだより 第128号(平成28年6月発行）1頁の記事に誤りがありました。
誤）掘田 力 氏　正）堀田 力 氏
地域の皆様、ならびに関係者の皆様にご迷惑おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

お詫びと訂正

飲み物こぼれちゃう～～

どうしてこぼさず入れら

れるのかな？

早く施設交流に
行きたいな～
どんなお話を
しようかな？

身体が

曲がらないよ～

見えづらいな～

　あなたの力で災害ボランティアをコーディネイトしてみません
か？一緒に牧之原市の力になりましょう！！
　受講修了者には「ふじのくに災害ボランティアコーディネー
ター認定証」を交付します。

【日　時】9月11日(日) 9:30 〜 16:00　 
　　　　 9月18日(日) 9:30 〜 16:00

【会　場】相良総合センターい〜ら
【問合せ・申込み】相良事務所(☎52-3500)

　のびのび子育て井戸端会議は、0歳児から未就園児の子どもと
その保護者が、地域の情報や育児の情報交換の場として開催して
います。子どものリズムに合わせて、子育てを楽しみながら一緒
に参加しませんか？

【日　時】9月2日(金)10:00 〜 11:30
【会　場】総合健康福祉センターさざんか(和室)
【内　容】防災について学ぼう 〜もしものとき、どうしたらいいの〜
【申込み・問合せ】相良事務所（☎52－3500）

アイマスク

障がい者について
勉強会

高齢者
疑似体験

フェイスブックはじめました。

申込み締切

9/2金

要申込み

お知らせ



　精神の病を持つ人の家族がお互いに学びあう学習会です。同じ悩みを持つ人同士
でお互いの経験を共有しながら、正しい知識や対応の仕方を学んでいきましょう。

回 月　日 学　習　内　容 会　　　場

１ 8 月 20 日㈯ 統合失調症を知りましょう さざんか

２ 9 月 3 日㈯ 急性期をどのように乗り越えるか さざんか

３ 9 月 17 日㈯ 病気のプロセスについて知りましょう 榛原文化センター

４ 10 月 1 日㈯ 病気と折り合いをつけながらその人らしい生活を
実現する さざんか

５ 10 月 15 日㈯ ご家族自身が元気を保つために さざんか

６ 10 月 29 日㈯ お茶しながら日頃の思いを語りましょう さざんか

※時間は全て13:30 〜 15:30(受付13:00 〜 )
【対　象】精神の病を持つ人の家族
　　　　(原則として全行程の6回に参加
　　　　可能な方)

【参加費】1,000円(テキスト代等含む)
【定　員】 10名　
【募集期間】8/1(月) 〜 8/31(水)
【主　催】NPO法人精神保健福祉みどり会
【申込み・問合せ】加藤弘江(☎22-4784)　 
　　　　　　　　  小俣溶子(☎52-3767)

　相良事務所、榛原事務所、市役所にも募金箱を設置して
おります。ご協力をお願いいたします。

　本年度も、相良保育園のみなさんが日頃の感謝の気持ちを伝えに
花束を届けに来てくれました。可愛らしい園児の感謝の言葉と季節
を感じるお花に、元気をたくさんいただきました。

精神障害者 家族による家族学習会のお知らせ はなちゃんに心臓移植を！！ 相良保育園のみなさんからの「ありがとう」

やってみっか !? ボランティア活動
～わたしの時間を地域のために～

ボランティア活動を通して、福祉施設のことを知ったり社会貢献、地域との交流の機会になります。
“私にできそうなもの”からはじめませんか？興味のある方は、連絡先までご連絡ください。
【問合せ】相良事務所　☎52-3500

①（相良）つくしホーム
②散歩介助、グループ外出の介助、ウ

エス（布）切り補助、草取り、窓ふき、
網戸そうじ　等

①（波津）こづつみ作業所
②作業ボランティア
　クラブ活動指導ボランティア（書道・絵画・

手芸・生花・料理以外で月１回、特技を活かし
た活動を指導してくれる方）

①（坂部）ケアホームわかば
　（坂部）ケアホームもくれん
②土曜、日曜の散歩支援
　施設敷地内整備（草取り等）

①（坂部）ワークセンター
　やまばと　　
②作業ボランティア（シールはがしやＣＤ解

体など）
　草取り、窓ふきなど

①（相良）スマイル相良
　（細江）スマイル榛原
②通常の支援活動時の手伝い（クッキングの

補助・宿題の見守り、遊びの見守り等）
　送迎時の車に付き添い（運転は職員がやります）

プール遊びや外食など行事の手伝い

①（大沢）第２こづつみ作業所
②作業ボランティア（自動車部品の組

立て、DVDの解体、のき花づくり）、
簡単な縫製（ミシン）

　３施設合同運動会のお手伝い

①（細江）
　地域活動支援センター はぐるま
　就労継続支援Ｂ型事業所 あじさい
②イベント時（夏祭りやもちつき大会など）に

メンバーと一緒に活動してくれる方

①（坂部）株式会社ヨンワ
②作業所敷地内整備
　（草取りや側溝整備、ハウス台風対策整備等）

①（坂部）ケアセンターさざんか
②車椅子利用者などの車椅子散歩補佐
　活動スペースの掃除の手伝い、食事介助

①（菅山)さがら作業所
②のき花作成他作業（内職・掃除・花壇の手入れ

等）の手伝いや、利用者との話し、イベントな
どでの販売の手伝い等

①（静波）リカバリー静波
②紙などでつくる手づくりおもちゃを教えて

くれる方
　読みきかせや手遊びボランティア

①（地区）福祉施設名
②ボランティア活動内容

外出支援ボランティアの様子

親子体験ボランティアの様子

お花をありがとう

3施設合同運動会時のボランティアの様子

作業ボランティアの様子

生活介護

就労継続支援B型

就労継続支援B型

就労継続支援B型

就労継続支援B型

共同生活援助

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

親子ボランティア
受け入れ可能

就労継続支援B型

生活介護


