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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

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】2月7日㈬、21日㈬、3月7日㈬、22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】2月14日㈬、28日㈬、3月14日㈬、28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）

◦退職公務員連盟榛原支部地頭方地区 様　タオル56本、色紙１枚　　◦牧之原区 様　14,860円
◦遠渡区 様　　◦匿名　お茶　　◦牧之原市赤十字奉仕団相良分団 様　10,000円、タオル、石けん
◦大沢区 様　20,500円　　◦匿名　テレビ、扇風機、ヒーター　　◦匿名　10,000円
◦麻華流静波教室 様　　◦昭和31年度川崎中学校卒業３年Ｅ組一同 様　10,000円
◦相良保育園 園児職員 様　15,677円　　◦学校法人 榛原ふたば幼稚園 園児職員一同 様　10,127円
◦退職者公務員連盟 様　　◦明るい社会づくり運動相良地区協議会 様　34,200円
◦明るい社会づくり運動榛原地区協議会 様　178,915円
◦中部電力(株)浜岡原子力総合事務所安全衛生推進協議会 様　104,333円

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（H29.12.25 現在）ご寄付

牧之原市 社会福祉大会

平成30年2月17日土13時30分～16時
（開場13時）

相良総合センターい～ら

講 師  野澤 和弘 氏（毎日新聞社論説委員）

ふれあいいきいきサロン作品展や
就労継続支援事業所の物品販売(13：00～)もいたします。

【プロフィール】
1959年静岡県熱海市生まれ、1983年早稲田大学法学部卒業、毎日新聞入社、津支局、中部報道部（名
古屋）を経て92年に東京社会部へ。いじめ、引きこもり、薬害エイズ、児童虐待、障害者虐待な
どに取り組む。社会部副部長、夕刊編集部長などを経て2009年から論説委員（社会保障担当）。

第１部

第２部

表彰状贈呈
基調講演

「我が事・丸ごと」の地域共生社会の
地域づくりに向けて

プ ロ グ ラ ム

のびのび子育て井戸端会議 参加者募集 ※対象は未就園児の子どもとその保護者です

【日　時】１月29日（月）10：00 〜 11：30
【会　場】相良総合センターい〜ら
【内　容】節分

【日　時】２月26日（月）10：00 〜 11：15
【会　場】牧之原消防署
【内　容】乳幼児救急法を学ぼう

消防車が見れるかも！！

両日
要申込み!!

サロンステップアップ研修会参加者募集 ～興味のある方大歓迎！～

【日　時】２月26日（月）13：30 〜 15：00
【講　師】榛原総合病院 理学療法士
※動きやすい服装でご参加下さい。

【会　場】相良総合センターい〜ら
【参加費】100円 要申込み!!

お　知　ら　せ
問合せ・申込み　相良事務所　☎ 52-3500

はじめまして『ちょっくら処
どころ

 ～ 風
か ぜ

』オープンします！
　いつ来ていつ帰っても良い、何をして過ごしても良いし何もしなくても良い、そんなみんなの“居場所”とし
て始めます。
　お家でお一人で過ごされている方、話し相手の欲しい方、散歩ついでに寄られる方、近くに来たからついでに
という方、そんな皆さんをお待ちしています。みんなで楽しい時間を過ごしましょう。

【開催日】平成30年２月15日（木）　※毎月15日開催予定
（土、日、祝日の場合は直前の平日、会場の都合で変更となる場合があります）

【時　間】10：00 〜 11：30　　【会　場】商工会２階（波津691-2）
【対象者】高齢者や子育て中のお母さんなど来たい方であれば誰でも　　【利用料】無料

手話通訳
対応します。



　明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに
良いお年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、平
素は牧之原市社会福祉協議会（以下「社協」）に暖かいご
支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、社協では、昨年４月に施行された社会福祉法の改
正により定款変更を行い、地域貢献事業の実施を位置付け
るとともに、理事・評議員の定数削減を行いました。理事
は10名から７名となり、私も理事の一人として選任され、
２期目の会長をお引き受けすることになりましたが、役員
としての責任がこれまで以上に重く、職責を果たしていか
なければならないと考えております。
　事業については、介護保険法や障害者総合支援法のもと
で、健全経営はもとより、幅広い福祉の多様性に対応して
いくことが求められています。高齢化が進むなか、要介護
や要支援を必要とする人々の増加は避けられませんが、介
護予防の推進には地域での支え合いが不可欠であり、社協

はそれぞれの地域で行われる支え合い活動を支援してまい
ります。
　また、社協の重要事業であります「総合健康福祉センター
さざんか」内にあります「デイサービスセンターうたり」
の移転新築につきましては、地元の皆様のご理解と、市民
の皆様のご支援により、今年の３月には完成いたします。
新しい施設は名称も「社協・陽だまり」に変わり、施設内
は広く明るく、憩いの場の足湯や機能訓練用の最新機器等
もそろえてまいります。利用者にとっても一般の方にも利
用しやすい、暖か味のある施設としてまいりますので、ご
支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。
　本年が皆様にとって、健康で幸多い年でありますようご
祈念申し上げるとともに、私ども社協も課題は沢山ありま
すが、新たな気持ちで役職員一体となって福祉事業の推進
に努力してまいりますので、暖かなご支援ご鞭撻をお願い
申し上げます。

展示期間　２月14日(水) ～２月21日(水)
会　　場　相良総合センターい～ら

日　　時　３月３日（土）9：00 〜 17：00　受付8：30 〜　　※帰着時間は変わる場合があります
集合場所　相良総合センターい〜ら駐車場
行 き 先　パワースポット（方広寺、舘山寺、浜松城）、ランチバイキング（ホテルウェルシーズン浜名湖）
対　　象　男性10名（市内在住又は在勤、将来居住を考えている25歳以上の方）
　　　　　女性10名（市内外問わず、30歳以上の方）
参 加 費　男性3,000円　女性2,000円（当日集金）
申込締切　２月19日（月）
申 込 み　所定の申込書にご記入の上、社協へお申し込みください。
　　　　　FAX可 0548-52-5585　※申込書は社協HP及び相良・榛原事務所

等にあります。
そ の 他　参加の可否は、郵送にてご案内します。
問合わせ　相良事務所　☎52-3500

【榛原地区】
ハイナン農協、㈲平松クリーニング、㈲寺田燃料、㈱大阪屋薬局、
伸和産業㈱、大洋電設㈱、㈲榛原衛生社、㈱京王商事、島田信用金
庫榛原支店、㈲小林電気、（合）芙蓉、釘ケ浦建設㈱、㈱スルガ銀行榛
原支店、㈱ブンテン、（宗）泰善寺、㈲内藤新聞店、第一生命、大石電
機、㈱榛南製作所、㈲平和産業、㈲二葉測量設計事務所、大幸商事㈱、
㈲静波金型、㈲マスダ、㈱好葉園、田村俊雄司法書士事務所、牧之
原市観光協会、㈲共同印刷、㈱シンドウ商店、はまゆう、静波リゾー
ト開発㈱、㈲内藤印刷、㈱ジャックオーシャンスポーツ、㈲山万茶業、
榛原茶商工業協同組合、㈱製茶問屋片桐、㈱静良、㈲酒市場木村屋、
㈲畑オート、㈱川崎建設、㈲寺田設備、はちぼし、イケダ保険サー
ビス㈲、㈱木下製材所、榛原自家用自動車協会、㈱加藤組、㈱カネ
子住宅、㈱池田プロパン商会、㈲東洋商事、㈲青木工務店、ミサキ
電子工業㈱、アイ・アンド・エム井上増井製茶㈱、増井建設㈱、㈲
山本水道工業、（宗）法光寺、㈲榛原クリーンサービス、㈲プロスペア、
㈱木村組、榛南自動車学校、曽根建工㈱、㈲エムディー・レーベル、
石神細巾㈲、㈲杉山繃帯、誠心保険㈲、山村化学、隆翔精工、㈲杉
山水産、西谷プラスチック化工、ヘアーサロンボンズ、㈱カツマタ
自動車販売、㈱タキ電装、安間石材店㈲、㈲鈴木テープ、㈱トライ
ツナプロダクト、川崎運送㈱静岡物流センター、榛南建材㈱、マツ
ヤデンキカワムラ榛原店、㈲山田機工、月星商事㈱静岡支店、㈱松
浦組、榛原工機㈱、㈱粂田商店、大豊物流㈱、税理士法人知久会計、
飯塚税理士事務所、貫工業㈱、イイダ茶業㈱、㈱ハイナンゴルフセ
ンター、本橋金属工業㈱、㈱アライ、㈱柴田自動車、㈲上村電気工事、
㈲池田建材、㈲山本石材店、㈱西田金物店、㈱小林工務所、㈱大石
綜合事務所、共立産業㈱榛原工場、円成寺、スーパーカネハチ榛原

店、㈱カトウ、㈲スズキ工業、新井新聞店、西谷製茶、㈱川村翆香
園、㈱エノテック、㈱佐藤自動車、㈲柴本製茶、㈲相友自動車販売、
藤浦工業㈱、モナテック、㈱友藤製作所、デイリー製茶農業協同組
合、㈲鈴木樹脂、㈲大杉組、㈱東亜建設、㈱野村商店、㈱グリーン
アイランド、㈱榛南自動車、双葉園㈱、勝間田菱中茶農業協同組合、
㈱ダイシン、キョクヨーシグマ㈱、㈲山本耕業、㈱内藤園、㈲オク
トパス産商、㈱渡辺産業牧之原物流センター、山本電機㈱、富士勝
茶農業協同組合、ダイサン生コンクリート工業㈱、㈱中部プログレ
ス、㈱ハラダ製茶農園、㈲木下組、中田産業㈲、㈲サンフランシス
コパイハウス、丸三茶協同組合、日機装㈱技術開発研究所、新成化
成㈱、㈲三誠工業、エルム食品㈱、㈲浅井商店、㈱高柳製茶、静岡
ペナント社、大久保茶農協、牧南茶農協、丸拓茶農協、矢崎部品㈱、
㈱荒畑園、㈱牧之原電気、三栄化工㈲、㈱タカヤナギ、㈱ミキ梱包
運輸、三協ハウジング㈱、㈲東宅、㈲原田工業、㈱松下製茶機械、
㈲おちあい製作所、うぐいす電設、㈲柳原、富士坂製茶農業協同組
合、㈱小糸製作所、伊藤園産業㈱、㈲大石建材、御前崎削節㈱、坂
三坂部茶農業協同組合、第一化成㈱、㈲神﨑運送、富士産業㈱、日
本曹達㈱榛原フィールドリサーチセンター、富士電装㈱、㈱タング
ラム、大三工業㈱、㈲まるまる園、農事組合法人さかぐち、愛工業
㈱、㈱杉山商事、日本コルマー㈱

【相良地区】
㈱伊東フーヅ、おしゃれの店㈱、小野田機械店㈱、カルチャープラ
ント㈲、久保損害保険事務所㈲、栗山石油、相良燃料㈱、竹内鉄工
㈱、大栄館㈲、㈱東遠浄化槽管理センター、（資）矢部商店、相良自動
車修理㈱、㈲今村商店、近江産業㈱、㈲扇子家、四ノ宮自動車工業㈱、

牧之原市社会福祉協議会 会長   水野　隆

念頭のご挨拶

㈲杉山ガラス店、㈲藤田海産物、山本建材㈱、㈱KOマート相良店、
相良物産㈱、㈲相良タイヤサービス、㈱三陽、双和プラスチックス
工業㈱、相良建材㈱、イトウシャディ㈱、㈱沢入電気、㈲ささ屋、
㈱みつぼし、松下新聞店、四ノ宮印章、㈱八木康、㈱名波伝十商店、
牧之原市商工会、ヤマ仁魚庄㈲、㈱いとう時計店、川田歯科医院、
静央開発㈱、㈱栗山商店、㈱榛南水道、㈱マルユウトラベル、島田
信用金庫相良支店、丸豊㈱、山本歯科医院、不二設備、静和事務機㈱、
スルガ銀行相良支店、土屋商店、㈱インペリアルこめや、マツヤデ
ンキ相良店、㈱グランドヴォーグ、四ノ宮土地㈱、㈱スーパーラッ
ク、中部日本トラベル㈱、㈱相船、富士ツバメ㈱、増田工業㈱、㈱
三浦石油、㈱トツカ、中村医院耳鼻咽喉科歯科、大栄ホーム㈱、相
良製材㈱、㈱大平薬局、奥山歯科医院、㈲尾白弁当、㈱カワシマ加
工、㈱カワムラ、（名）澤田行平商店、㈱高塚モータース、㈲名波製茶、
㈱ハチマル、増田塗装㈲、㈲万寿田、ヤマ十植田水産㈱、㈱さつき
自動車、㈲サングリーン、㈲ナナミ、㈱名波土建、㈲東環クリーン、
㈱牧之原いなば園、名波防水、マルカワ川原崎商店、カネジュウ農園、
植一、㈲仁藤農機商会、南榛原開発㈱、杉山製紐㈱、建築工房相良㈱、
㈱黒田電機、㈲ガールズヘアー、掛川信用金庫相良支店、植田歯科
医院、㈲池田屋、東遠ガス熔材㈱、㈲旅クラブ、㈱彩巧社、㈲オイガッ
クス、㈱スタッフ・アクタガワ、㈲河原崎モータース、㈲杉山設備、
㈲ヤマチョウ、今村肥料㈱、㈲神谷板金、㈲カミヤ加工、相良建設㈱、
㈲竹市左官、㈱大とく屋、㈱神谷鐡工所、ワシン産業㈱、㈱TBK、
岩堀電設㈱、㈲大高建築、㈲河村ステンレス工業、静岡三和梱包運
輸㈱、静央ハウス㈱、㈱トクザ、㈱矢部製作所、㈲スズカケ、㈱住
まいるホーム、㈱本杉製作所、㈲大高工務店、㈱河村バーナー製作所、
南駿河湾漁協相良支所、㈲ダックスオート、㈱ナガノ、西町運送㈲、
㈱花庄屋、㈲ヤマセン、(医）あかほりクリニック、㈲畑設備興業、大
豊㈱、㈲川口丸、㈲八太田、㈲アロエランド、㈲畑肥料店、イーグ
ル設備設計、㈲スギモトシート、田形内科医院、西中製材㈱、㈲大
久保板金工業、㈱大久保建興、㈲太田工業、㈲仁科建材、㈱第一防
災、五大産業㈲、㈲マルダイ海藻、㈱百姓園、㈱小糸製作所相良工場、

三和シャッター工業㈱、中央電工㈲、㈲藤波園、㈱河原崎商事、榑
林建設㈱、利根建築㈲、天保屋、㈲松浦モータース、㈲ホンダハウ
ス鈴木、増田自動車㈲、㈲グリーンメンテナンス、㈲ナカジマ自動車、
㈱大日商会 静岡工場、㈲ヤマダイ製茶、協和鉄工、静岡ロースト
システム、マルサダ製茶㈱、㈲三和化学、㈲YK電気、㈱丸紅、日
本飲料原料㈱、㈱伊藤園、野ヶ本建設㈱、㈱明建、TDK㈱静岡工場、
㈲静岡マグネット、㈱大和工業、㈱まるまき、㈲ヤマス、㈲福田商
店、島田信用金庫牧之原支店、㈲イチカワ塗装、㈱笠原産業、㈲ふ
くろ茶や、水野建設工業㈱、昌栄電機㈱、㈱ムラマツ、サンコー精
産㈱、大興金属㈱、㈱ユウト工業、芝田重機㈲、㈱相良ドラゴンズ
クラブ、㈱スズキ納整中日本、㈲榛地製作所、㈱牧南社、東和運輸
倉庫㈱相良支店、㈱ゲネシス、東洋製罐㈱静岡工場、ニュージャパ
ンヨット㈱、日本総食㈱、スズキ㈱相良工場、㈲石神商会、㈱佐藤
工業、㈲S-TEC、㈲グロウブ、㈲まるととづか、㈲長野建材、㈱
プラテック、東萩間味香久園茶農業協同組合、（一社）東萩間報徳社、
㈱三昇製作所、㈲マルスギ杉浦製茶、山は茶農業協同組合、三中製茶、
ナガノ工機㈲、㈱鈴木商店、㈲ヤマケイ商店、㈲中村印刷所、㈱榛
南綜合家具センター、グリーン歯科、ヤマリ原崎陸平商店㈱、大石
電設㈱、丸ス工業㈱、入福㈲、スズヨシ㈲、㈱ロワールマスダ、㈲
原崎工務店、小塚建設㈱、㈲S.R.I、㈲丸一水産、㈲西原フルーツ、
斉田商店、㈱大漁苑、㈲日ノ出モータース、㈱うおとも、飛鳥建設
㈱、ヤマ二増田商店㈱、共和建設㈱、㈱藤政自動車、東洋電設㈱、
㈲藤丸、NOK㈱静岡事業場、遠州工機㈱、㈱ミツヤ、㈱山下新聞店、
マルナカ水産㈲、本目商事㈱、㈱鈴木土建、㈱サガラ、㈱柴田石油、
小杉建設㈱、トシズ㈲、ミクニパーテック㈱、㈲エノケン工業、ラ
イフサービス㈱、南遠化工㈱、小栗漁業㈱、㈱小栗農園、㈲寺田工
務店、㈱相良青果市場、ペニーレイン、㈱カーメイト松下、㈲佐藤
菓子店、㈲でんきのタッチ地頭方、㈱ヤマモト、㈱ヤマク、㈱カネ
ヒロ、原口塗装㈱、㈲旅の館大沢、山本農材㈲

※順不同・敬称略

赤い羽根共同募金（法人募金）へのご協力ありがとうございました。

募金額：牧之原市内446法人  1,494,000円

市内小中高校の福祉教育の様子も掲示しています！

恋愛運UPを求めて！パワースポットを巡りながら、
すてきな恋をGETしましょう！

ラッキーパーティー開催決定!!

ふれあいいきいきサロン

作品展を開催します


