
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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〒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

最新情報更新中

ご寄付

・匿名 様　トイレットペーパー ・匿名 様　お野菜
・名波勝弥 様　30,000円 ・米持貴弘 様　300,000円

　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】　総務課　☎52-3500

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（29．１．30現在）

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】3月1日㈬、15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】3月8日㈬、22日㈬、29日㈬
【時　間】9:00 ～ 11:30

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

社協賛助会費にご協力をお願いいたします

おりがみボランティア募集！

第4回 介護者のつどい参加者募集

音訳ボランティア大募集！

傾聴療法士養成講座

受講生募集

お　知　ら　せ

　給食サービスに使用するおり
がみを折っていただける方を募
集しています。お手伝いをし
てくださる方!興味のある方！
待ってます!!

【問い合わせ】
　相良事務所　☎52-3500

【日　　時】　3月4日㈯　9:30 〜 11:30
【会　　場】　特別養護老人ホームすいせんの郷（波津216-1）
【内　　容】　肩こりや頭痛解消に効く耳つぼマッサージを体験

します。
【対　　象】　在宅で介護されている方、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名（定員になり次第締め切り）
【申 込 先】　地域包括支援センター　オリーブ
　　　　　　　（☎22-8822）担当：石橋・大木
　　　　　　地域包括支援センター　さがら
　　　　　　　（☎53-1900）担当：岡

　目の不自由な方のために、毎月
「広報まきのはら」等をCDへ吹き
込む活動を行っています。
　興味のある方、一度見学に来ま
せんか？

【問い合わせ】
　相良事務所　☎52-3500

【日　　時】　4月8日㈯ 5月20日㈯
　　　　　　6月3日㈯ 7月8日㈯　
　　　　　　12:30 〜 17:00

【会　　場】　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）
【申 込 先】　080-1604-8763（野村）
　　　　　　090-1868-5711（石山）

牧之原市の「支え合いのしくみ」を考えよう！

　今後、『協議体』のメンバーとして活躍される方や、各地域でこれからも“住み慣れた地域で安心して

暮らしていくための支え合い活動”を広めていくメンバーとして活躍していただけると期待しています。

　8月に開催された地域福祉フォーラムにてアンケー

ト記入にご協力いただいた方々や、高齢者を支える関

係機関の方々と一緒に「地域支え合い活動勉強会」を

開催しました。

　全3回の勉強会での話し合いや意見交換を通して

“牧之原市の課題について様々な方が集まって課題解

決に向け話し合っていく場『協議体』”が必要になる

ということを共有しました。

第1回 牧之原市の現状について

第2回　牧之原市の目指す地域像を考えよう

第3回 牧之原市版「課題解決の仕組みづくり」について考えよう



　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をいただきました。赤い羽根協同募金は地域
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。

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。

〇定期的に訪問（月１回～２回）して日常生活に必要な生活費を届けながら・・・

　◦困っている事や普段と変わった事はないかな？

　◦消費者被害にあっていないかな？

　◦生活費を上手に使えているかな？　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　･･･などをご本人と確認し、安心な生活がおくれるよう支援する方々です！

　現在、支援員として活動されている方や、支

援員の活動に興味がある元・現民生委員の方

10名が参加し、「日常生活自立支援事業」と「生

活支援員の役割」について理解を深めることが

できました。今後も、支援員とともに安心した

生活をサポートしていきます。

平成 28 年度 赤い羽根共同募金運動募金活動報告社会福祉協議会では

日常生活自立支援事業では

 生活支援員とは？ 

『生活支援員の役割〜事例を通じて考える〜』説明会を開催しました
生活支援員の方が地域で活躍しています !!

牧之原市社協で実施している事業

平成 28年度赤い羽根共同募金集計額　　6,568,768 円

ひ

とりではわからない・
・

障がい

認知症

◎電気・ガス料金支払ったかな・・？忘れちゃった・・

◎お財布の置き場所どこだっけ？

◎ひとりの生活が不安になってきた・・。

◎知らない人がいろいろな物を売りに来たケド・・・

　契約しちゃった・・よくわからない、どうしよう・・

◎福祉サービスどうしたら使えるの・・？

　　　　・・こんな相談にのってほしい！！

身近にこんな悩みを持っている方はいませんか？

日常生活自立支援事業を行っています！

〇社協がご本人の通帳を預かり、日常生活上必要な金銭管理を生活支援員とともに行います。

〇ご本人に必要な福祉サービスが利用できるよう各関係機関と連携をとりながらつなげていきます。

hhhhhhhhhhhhhhh

　概ね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
員やボランティアの協力
により毎月2回実施して
います。

【給食サービス】

　お正月一人で寂しく過ごす71歳以上のひ
とり暮らしの高齢者を対象に民生委員児童委
員の方々のご協力をいただき実施しました。

　生活に著しくお困りの方を対象に、民生委員児童委員
の方々のご協力により慰問金をお届けしました。

＊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。

　活動推進、発展のため5団体へ補助しました。

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）

※平成28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
29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。

【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】

　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。

【のびのび子育て井戸端会議】

　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
旨に開催しました。

【さざんかふれあい広場】

　70歳以上のひとり暮
らし高齢者同士の交流親
睦（仲間作り）や孤独感
の解消を図るため実施し
ました。

【ふれあい食事会】

　市内の7施設の方々と保護
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。

【福祉施設交流会】

☆一般募金事業

☆歳末たすけあい募金事業

☆各種団体補助事業

区　分 金　額 内　訳
戸別募金 3,904,915 11,515 世帯
法人募金 1,528,500 459 法人
街頭募金 16,471 ふれあい広場
学校募金 126,223 9 小学校　2 中学校　2 高校

職域募金 41,037
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 27,122
自動販売機、郵便局窓口、社協窓
口等

合　計 5,644,268

区　分 金　額 内　訳
戸別募金 701,085 11,515 世帯
その他の募金 223,415 区コミュニティーセンター、明社協
合　計 924,500
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