
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）

平成29年5月発行
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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

相　　　談

株式会社大平薬局　伊藤園産業株式会社　有限会社榛原衛生社　有限会社東環クリーン　ワシン産業株式会社　有
限会社池田屋　株式会社友藤製作所　有限会社アロエランド　榛南建材株式会社　有限会社鈴木樹脂　株式会社み
つぼし　仁田特産農業協同組合　株式会社ハイナン　農事組合法人さかぐち　マツヤデンキカワムラ榛原店　本橋
金属工業株式会社　芝田重機有限会社　有限会社アイエル　ＫＯマート相良店　株式会社百姓園　東洋製罐株式会
社静岡工場　株式会社小糸製作所相良工場　ペニーレイン　ミクニパーテック株式会社　有限会社静岡マグネット 
スルガ銀行株式会社榛原支店　有限会社三栄化工　四ノ宮自動車工業株式会社　ファミリーケアショップマスダ　
有限会社内藤印刷　東萩間報徳社　有限会社相良タイヤサービス　遠州工機株式会社　有限会社マルダイ海藻

賛助会費にご協力ありがとうございました（順不同・敬称略）（Ｈ29.3.31現在）

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】6月7日㈬、21日㈬、7月5日㈬、19日㈬
【時　間】10:00 ～ 15:00
※当日8:30より電話予約を先着８名様まで受け付けて
おります。

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】6月14日㈬、28日㈬、7月12日㈬、26日㈬
【時　間】9:00 ～ 11:30
※事前予約を受け付けております。詳しくはお問い合
わせ下さい。

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

第１回 サロン･サロン
参加者募集

平成29年度社協会費納入のお願い

お　知　ら　せ

　地域でのボランティア活動
の輪が広がるように講習会を
開催します。
　サロン活動を支える方々、
興味がある方、大歓迎!!

【日　　時】　6月20日（火）13:30 〜 15:00
【会　　場】　相良総合センター い〜ら
【内　　容】　笑って楽しく栄養補給!!
【講　　師】　島田レクリエーション協会理事長 

小澤 康恵 氏
【参 加 費】　100円
※電話にて申し込みをお願いします。

【申し込み先】　相良事務所　☎52-3500

　社会福祉協議会は、住民主体の「福祉のまちづくり」を推進し
ていく民間の非営利団体です。このため全住民を対象とした会員
制度を設け、会費をお願いしております。この会費は、本会の基
本理念であります「ふれあいを大切にした　生涯安心して暮らす
ことのできる　まちづくり」の実現に向かって、地域の皆様と共
に地域福祉事業を推進していくために必要な財源です。今後とも
一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

　小物づくりが大好きなボランティアの

皆さんが、社協マスコットキャラクター

「マッキーちゃん」のお手玉ぬいぐるみ

を作ってくれました！今後、下記事業所

の窓口で「お手玉マッキー」に会うこと

ができます。また、縫い物の好きな方、

興味のある方はぜひ“ちくちくぬいぬい

ボランティア”で活動してみませんか？

お問い合せお待ちしています！

ちくちく
ぬいぬい

ご寄付

◦榛南地区労働者福祉協議会　様
◦東萩間報徳社　様　　5,000円
◦匿名　10,000円
◦榛原高等学校定時制生徒会　様
◦匿名　野菜

　このたび赤い羽根共同募金より
助成を頂き、『ＬＥＤ充電式ポー
タブルライト』を整備させていた
だきました。大規模災害発生時（緊
急時）、避難場所の照明や誘導灯
として、避難された方々のために
使わせて頂きたいと思います。募
金に協力していただいた皆様に感
謝申し上げます。

善意のご寄付をいただきありがと
うございました。（Ｈ29.4.17 現在）

～社協会費は下記の事業等に活用させていただいております～
地域福祉活動助成金、サロン協力員講習会、ふくしだより発行、給
食サービス、各種福祉講座 等
～各種会費（年額）～ 
・一般会費（一世帯）300円  ・賛助会費（法人､企業等）一口5,000円
・特別会員（個人）一口1,000円  （福祉団体 等）一口5,000円　

申込締切
6月12日



⒈ 安心して暮らすことができるまちづくり

①相談支援事業
事業名：心配ごと相談、法律相談、福祉総合

相談、介護相談、広報活動、フィー
リングカップル事業、地域包括支援
事業、障害者生活支援事業　等

②災害時要援護者（避難行動要支援者）対策
事業名：災害時ボランティアセンター立ち

上げ訓練、県主催災害図上訓練参
加　等

③福祉の担い手の確保
事業名：らいふサポーターフォローアップ講座、サポーター派遣事業「ある

たす」、サマーショートボランティア、サロン協力員講習会　等
④各種福祉サービスの利用支援

事業名：介護者の集い、介護予防教室、介護者リフレッシュ事業、通所型サー
ビスの短時間デイサービス、一般介護予防事業　等

⑤福祉情報の提供
事業名：ふくしだよりの発行、ボランティア情報紙の発行、ホームページの

活用、Facebookの活用　等
⑥生活環境への支援

事業名：日常介護用具総合貸与事業、施設入浴サービス事業、移動支援事業、
障がい福祉サービス事業、福祉車輌貸与事業、通園費補助事業、ふ
れあい食事会、給食サービス、おせちセット配付事業、歳末慰問金
贈呈事業　等

⑦次世代への支援
事業名：子育て支援冊子の発行、のびのび子育て井戸端会議　等

①地域や学校における福祉教育
事業名：サマーショートボランティア、各小中高等学校福祉教育の協力、小

学生福祉講座、福祉教育学校連絡会　等
②ボランティア・地域活動等

事業名：らいふサポーター養成講座、
地域診断調査、ボランティア
情報紙の発行、エコキャップ
運動、ふれあい運動会、各
種養成講座　等

③地域資源の確保・活動推進
事業名：地域予防事業、地域福祉活動

補助金、サロン協力員ステッ
プアップ講座、サロン事業の
支援　等

　①居宅介護支援事業
　②訪問介護事業　
　③介護予防訪問介護事業
　④通所介護事業
　⑤介護予防通所介護事業
　⑥低所得者に対する利用料の減免措置の実施
　⑦介護サービス事業所連絡会への参加
　⑧ケアマネ連絡会への参加
　⑨主任ケアマネ連絡会への参加
　⑩地域密着型サービスの実施
　⑪民生委員児童委員との交流会
　⑫薬局との交流会
　⑬要介護認定調査の受託
　⑭デイサービスセンターうたり移転新築（建

設～完成）
　⑮介護予防・日常生活支援総合事業

【配属】
相良デイサービスセンター

【好きなことば】
“人生”学びの場

【配属】
デイサービスセンターうたり

【好きなことば】
進取 (従来の慣習にこだわらず、進
んで新しいことをしようとすること。）

城内 和哉 片瀬 優那

　平成29年度、牧之原市社会福祉協議会に２名の新入社員が
入社しました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

①市民参加型の小地域福祉活動
事業名：多様な生活支援の情報共有等を行う協議体の設置及び開催、地域診

断調査、福祉施設交流会、生活支援サービス事業、ふれあい広場　等
②生活困窮世帯等への支援

事業名：家計相談事業、県生活福祉資金貸付事業、市福祉資金貸付事業、日
常生活自立支援事業、成年後見事業、生活困窮者自立相談支援　等

③地域包括ケアシステムの推進
事業名：地域における深刻な生活課題の解決に対する取り組みの検討（生活

課題への対応・相談支援体制強化・地域のつながり再構築 等）、安
否確認事業、給食サービス、地域ケア会議への参加　等

④社会福祉協議会の啓発・組織強化
事業名：社会福祉法の一部改正への対応、ふくしだよりの発行、職員研修、

社会福祉法人連絡協議会　等

⒉ 活動の輪を広げるまちづくり

⒋ 介護保険事業等の運営

⒊ 助け合い・支えあいの仕組みづくり

私たちの牧之原市が、「ふれあいを大切にした 生涯安心して暮らすことのできるまち」となるように、私たちは地域福祉活動を一層推進することを誓い、次の重点項目を推進します。

平成29年度 牧之原市社会福祉協議会事業計画 

新 入 社 員 紹 介
平成29年度　一般会計予算表

①会費 4,541
②寄附金 1,453
③経常経費補助金 60,828
④受託金 105,442
⑤貸付事業 1,452
⑥利用料 939
⑦負担金 571
⑧介護保険事業 228,053
⑨障害福祉サービス等事業 31,205
⑩受取利息配当金 84
⑪その他 8,019
⑫基金積立資産取崩 207,234
⑬積立資産取崩 77,671
⑭拠点区分間繰入金 34,554
⑮サービス区分間繰入金 166,477
⑯その他の活動による 7,685
⑰前期末支払資金残高 54,379
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収入合計　990,587 千円

支出合計　979,048 千円

❶人件費 351,615
❷事業費 67,032
❸事務費 30,260
❹利用者負担軽減額 245
❺貸付事業 1,450
❻助成金 9,496
❼負担金 1,260
❽その他 197
❾固定資産取得 285,764
基金積立資産 18,063
拠点区分間繰入金 34,554
サービス区分間繰入金 166,477
その他の活動による 12,135
予備費 500

支　出 （単位：千円） 収　入 （単位：千円）

介護者の集い

エコキャップ運動

ふれあい広場のびのび子育て井戸端会議


