
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30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 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑦ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

⑧ 社協陽だまり ……………………  ☎ 22-4419
⑨ 榛原ホームヘルプサービス事業所 …  ☎ 24-1165
⑩ 牧之原市社協ケアプランセンター …  ☎ 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

　４月から、誰でも無料で足湯がご利用できます。
足は第２の心臓！足湯で身体全体を芯からあたためにおいで下さい。

◦免疫力機能の向上
◦下半身の血液循環の改善
◦冷え症、肩こり等の緩和
◦体内の老廃物を排出

足湯の効果
利 用 日　月曜日から金曜日（祝日を除く）
時 　 間　午前９時から12時
料 　 金　無料
利用時間　一人15分程度
持 ち 物　足ふきタオルをご持参ください。

足湯のご利用について

いいじゃん !

社協 陽だまりへ行くかぁ !!

お問い合わせ　社協 陽だまり　☎22-4419

野ヶ本建設㈱、㈱アクタガワ、伊藤園産業㈱ 、㈲西原フルーツ、㈲鈴木樹脂、スルガ銀行㈱榛原支店、㈲静岡マグネッ
ト、㈲名波製茶、牧之原市商工会、増井建設㈱、 日本コルマー㈱、㈲池田屋、(一社)東萩間報徳社

賛助会費にご協力ありがとうございました（追加掲載） （順不同・敬称略）（Ｈ30.3.31現在）

相　　　談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】6月6日(水)、20日(水)、7月4日(水)、18日(水）
【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13日(水)、27日(水)、7月11日(水)、25日(水)
【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）

◦榛南地区労働者福祉協議会　様
◦小田明秀　様（3,000円）、
◦ユニー株式会社ピアゴ榛原店　様
　（9,636円、日用品76点）
◦八木良隆　様

　洋服、電化製品につきまして、地域の皆様のご協力により沢山のご寄
付をいただきましてありがとうございました。皆様からのご寄付のおか
げで保管場所がいっぱいになりました。そのため、しばらくの間、洋服
や電化製品等の寄付につきましては一時受付を終了とさせていただき、
改めてふくしだよりにて募集をさせていただきたいと思います。
　なお、食糧品に関しましては引き続き受付させていただきますので、
よろしくお願いいたします。

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。 （Ｈ30. ４.19現在）

お　知　ら　せ

社協職員採用試験
（平成31年4月1日採用）

募集人員　総合職２名程度　経理職１名
応募方法　履歴書を郵送または持参
受付期間　５月７日㈪〜６月11日㈪必着
試　　験　筆記問題(教養問題)・作文・面接
試 験 日　６月29日㈮
詳　　細　受験について資格要件等があります。
　　　　　当法人ホームページをご覧ください。
問 合 せ　相良事務所 52-3500

平成30年度社協会費納入のお願い
　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ています。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大切
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。

～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、サロン事業活動補助金、マイクロバス無料貸出、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　

サロンステップアップ研修 参加者募集
　いま、流行の牧之原市歌の体操を覚えながら、榛原病院理
学療法士の方に効果的なやり方のアドバイスをいただきま
す。興味がある方、大歓迎!!
日　時　６月27日㈬13:30 〜 15:00
会　場　榛原総合病院 １階講堂
講　師　榛原総合病院 理学療法士
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

申込締切
6月22日



⒈安心して暮らすことができるまちづくり 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

⒉活動の輪を広げるまちづくり

①相談窓口の充実
事業名：心配ごと相談、法律相談、福祉総合相談、介護相談、職員研修、広報活動、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）対策の充実

事業名：災害時相互応援連携事業、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・活動の充実

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情報提供の充実

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生活環境の整備の充実

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次世代への支援の充実　
事業名：子育て世帯への支援　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認知症対応型通所介護事業
⑦認知症対応型介護予防通所介護

事業

⑧介護予防・日常生活支援総合事業
⑨障害居宅介護事業
⑩障害同行援護事業
⑪移動支援事業
⑫施設入浴サービス事業
⑬低所得者に対する利用料の減免

措置の実施
⑭介護サービス事業所連絡会への

参加
⑮ケアマネ連絡会への参加
⑯主任ケアマネ連絡会への参加
⑰地域密着型サービスの実施
⑱民生委員児童委員との交流会
⑲薬局との交流会
⑳要介護認定調査の受託
㉑中部地区社協事務研究会

①市民参加型の小地域福祉活動の推進・支援
事業名：地域支え合い活動協議体、診断調査、福祉施設交流会、生活支援サービス事業、ふれあい広場検討委員会　等

②生活困窮世帯等への支援ネットワーク体制の強化
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事業、生活困窮者特別支援事業　等
③地域包括ケアシステムの推進と福祉の連携と協働の強化

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社会福祉協議会への活動支援・組織強化
事業名：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

①地域や学校における福祉教育の推進
事業名：サマーショートボランティア、各小中高校福祉教育の協力、小学生福祉講座、福祉教育学校連絡会　等

②ボランティア・地域活動等の参加促進
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：地区社協活性化事業、地区社協立ち上げ事業、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、サロン事業活動補助金　等

　平成30年度、３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。

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、私たちは一層地域福祉活動を推進することを誓い、
次の重点項目を推進します。

平成30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30年度　一般会計予算表

【好きなことば】
笑顔と感謝！

三浦 夢加
【好きなことば】
為せば成る！

鷲山 奈央

①会費収入 4,538
②寄附金収入 1,593
③経常経費補助金収入 64,560
④受託金収入 120,658
⑤貸付事業収入 1,451
⑥事業収入 996
⑦負担金収入 699
⑧介護保険事業収入 232,397
⑨障害福祉サービス等事業収入 35,486
⑩受取利息配当金収入 84
⑪その他の収入 6,937
⑫固定資産売却収入 100
⑬積立資産取崩収入 15,000
⑭拠点区分間繰入金収入 40,555
⑮サービス区分間繰入金収入 11,637
⑯その他の活動による収入 12,499
⑰前期末支払資金残高 35,723

①②

③
④

⑨
⑩⑪
⑫

⑬

⑭⑰

⑯

❶

❷
❸

❹❺❻❼

❾

❽

⑧

⑦⑥⑤

収入合計　584,913 千円

支出合計　556,871千円

❶人件費支出 369,830
❷事業費支出 66,861
❸事務費支出 29,627
❹利用者負担軽減額 195
❺貸付事業支出 1,450
❻助成金支出 9,536
❼固定資産取得支出 9,450
❽積立資産支出 6,000
❾拠点区分間繰入金支出 40,555
サービス区分間繰入金支出 11,637
その他の活動による支出 11,730

支　出 （単位：千円） 収　入 （単位：千円）

⑮

【好きなことば】
チームワーク！！

鈴木 大貴



あなたの目の前で、突然誰かが倒れました…
あなたは、ＡＥＤを使えますか？
　　　　　ＡＥＤのこと正しく理解できますか？

ハート
プラス・プロジェクト

一般市民へ
の救命&応急手当普及活動ボランティア

友達がケガをしました…
あなたは、何ができますか？

「大切な人を守りたい」「苦しんでいる人を助けたい」
そんな気持ち♥に、いろんなプラス（救命&応急手当）を重ねませんか？
いつか来るかもしれない大地震…。一人きりでは、誰も救えないかもしれません。

「一人の１００歩より、１００人の一歩」
みんなの一歩始めませんか？

【活動日時】
毎月第２土曜日19時～ 21時

（都合のつく時間だけでもOKです）
休館日もあるので、事前にご確認ください。

【会場】
牧之原市総合健康福祉センターさざんか
ボランティア室（２階）

【その他】
参加費無料！お子様連れもOKです。
子どもにも出来る手当を教えます。

【問い合わせ】
ハートプラス・プロジェクト代表
久保田　℡０９０－８４５８－０９３０

【持ち物】
三角巾（持っていれば）筆記用具、
あなたのハート！（←いちばん大事）

【服装】
動きやすい格好

みんなで応急手当をやってみよう！

心 肺 蘇 生 は ど う
やってやるの？

救急法を勉強中！

地域の出かけられる場

ちょっくら処～風
日時　毎月15日、10:00 〜 11:30
会場　商工会２階

　各区ではサロン活動が盛んに行われているから、こ
こではしやべるだけでいいに！
　年金をもらいにきながら、バスで移動される方も待
ち時間に“ちょっくら”寄ってくれれば嬉しいね。

鹿島町内会
さくら会

日時　毎月１回、（未定）13:30 〜 15:30
会場　鹿島公民館

　シニアクラブが無くなってから集まることもな
かったから、こういう場所を作ってくれてうれしい
よぅ。

ちょっくら処～
しずなみ

日時　毎週木曜日、9:30 〜 11:30
会場　榛原庁舎　西館

　やる側に負担がない、おしゃべりから始めるか！
　散歩の途中、市役所やさざんかに来るついでに

　地域支え合い活動協議体では、
出された地域課題を基に“外出の支
援”“ちょっとした困りごとへの支え合
い”“歩いて出かけられる集いの場”の３つのテー
マで話し合いを重ねています。
　“歩いて出かけられる集いの場”部会では「時間も内容も自由で、支援する側にも負担のない場所
を目指そう！」という方針で話し合いを重ね、地域の方々の理解や協力もあり、みんなの居場所づく
り活動が広がっています。

“ちょっくら”寄ってくれんか
やぁ。

オープ
ン

しまし
た !!

みんながつながる


