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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 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

相　　　談

あるとたすかる あるたす！

　ひとり暮らし高齢者を対象としたふ
れあい食事会で、あるたすサポーター
のみなさんが「服薬の確認のお手伝い」
や「お掃除のお手伝い」の寸劇を通し
て“らいふサポーターあるたす”の活
動紹介をしました。

募集人員　総合職２名程度　介護職１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　10月１日(月) 〜 10月31日(水)必着 
試　　験　筆記問題(教養問題)・作文・面接 
試 験 日　11月14日(水) 

ご協力ありがとうございました。(H30.8.31現在)
榛南自動車学校、原田工業、栗山石油、榛南綜合家具センター、榑林建設、相良建設、第一防災、芝田重機、マ
ルユウトラベル、二葉測量設計事務所、ささ屋、カツマタ自動車、山下新聞店、相良ドラゴンズクラブ、遠州工
機、うおとも、マルダイ海藻、掛川信用金庫相良支店、プラテック、大平薬局、相良青果市場、勝間田開拓茶農
業協同組合、加藤組、寺田燃料、岩堀電設、矢部製作所、土屋商店、内藤新聞店、カミヤ化工、トシズ、久保損
害保険事務所、河村バーナー製作所、カルチャープラント、星いきいき社会福祉財団、今村肥料、スーパーラッ
ク、本目商事、笠原産業、藤浦工業、いなば園、大洋電設、カワムラ、オクトパス産商、榛南建材、富士ツバメ、
サンコー精産、旅クラブ、相良燃料、名波土建、スズキ工業、曽根建工、高塚モータース、明建、山下オート商会、
四ノ宮自動車工業、小栗農園、ダックスオート、エコグリーン勝間田、大日商会、第一化成、東萩間報徳社、荒
畑園、寺田設備、川崎建設、東環クリーン、ハチマル、シンドウ商店、共和建設、原崎工務店、釘ヶ浦建設、伊
藤園静岡相良工場、ミクニパーテック、ヤマモト、島田信用金庫相良支店、伊藤フーヅ、第一化成、牧之原市商
工会、TDK静岡工場、渡辺産業、さかぐち、静波リゾート開発、山本電機、日吉屋、中部トラべル、増井建設、
カネハチ、シンドウ商店、タキ電装、小塚建設、東和運輸倉庫相良支店、佐藤自動車、坂三坂部茶農業協同組合、
本橋金属、東萩間味香園茶農業協同組合、近江産業、三中製茶、榛原衛生社、エノテック、カネジュウ農園、酒
市場木村屋、池田屋、アロエランド、榛原自家用自動車協会、百姓園、野村商店、杉山商事静岡事業所、カワシ
マテクノ、野ヶ本建設、増田工業、ワシン産業、スルガ銀行相良支店

「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」の実現に向けて、地域福祉活動の財
源として1口5,000円での賛助会費納入を依頼しております。皆様のご協力よろしくおねがいします。

賛助会費納入依頼・お礼について

（敬称略、順不同）

問合せ先　相良事務所　☎52－3500

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。

社協職員採用試験 （平成31年4月1日採用）

◦紅林園　様　お茶50袋
◦静岡県立榛原高等学校定時制生徒会　様
◦東萩間報徳社　様　5,000円　　

善意のご寄付をいただき
ありがとうございました。（H30.8.14）ご寄付

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】10月3日㈬、17日㈬、11月7日㈬、21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】10月10日㈬、24日㈬、31日㈬、11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）

　8月1日〜 8月31日の期間、地域のみなさまからご協力をいただき、多くの食料品の
寄付を頂きました。集まった食料品はフードバンクふじのくにへ送らせていただき、今
後、生活困窮の方々への支援物資として活用させていただきます。

フードドライブへのご協力ありがとうございました。

ご家庭で眠っている電化製品をおゆずりください !!
　地域の皆様からいただいた電化製品は、生活困窮者自立支援事業にて有効活用させていただきます。

※使用可能な物をお願いいたします。
※窓口へ持参できない場合にはご相談ください。

①単身者用冷蔵庫　②炊飯器　③レンジ　④ガスコンロ
問合せ先　相良事務所　☎52－3500

寄付していただきたい電化製品

　普段の生活のゴミ出しや整理整頓な

ど、“ちょっとした困りごと”を抱え

ている「ひとり暮らし高齢者のお宅を

サポーターが訪問し、困りごとの支援

と見守りを行う」住民の皆さんによる

お互いを支援しあう有償のふくしサー

ビスです。

らいふサポーターあるたすって…？



　例年にない猛暑！ 暑サニマケズ 台風ニモマケズ
様々なふくし活動を通して、見て、聞いて 、体験して“自分が地域のためにできること”を感じて
いただきました。

　小学生と高校生総勢27人が一緒になって“ふくし”とはなにか、
体験を通じて、学びました。車いす体験、アイマスク体験、当事

　今年も70歳以上の
一人暮らし高齢者を
対象に、ふれあい食
事会を行いました。
高校生ボランティア
と一緒に体操や笑い
ヨガを行うことで、
笑顔がたくさんみら
れました。

　女神すこやかサロ
ンの皆様を講師に迎
え、“麻ヒモを利用
してリメイク！”と
題し交流しました。
これから、各地域で
空ビンのリメイクが
流行るかも!?

　牛乳パックのフイルム
を剥がしたり細かくち
ぎったり･･･。社協陽だ
まりにて、利用者さんや
ボランティア、小学生の
方々と協力して作業を行
い、オリジナルのハガキ
やしおりを作りました。

　『皆んなでしゃべ
りながらやると、手
と口といろいろ使っ
て一石三鳥！』

　「たくさん笑ってく
れて楽しい！こどもが
自分なりに一生懸命、
私に伝えてきてくれる
ことが嬉しい！」

〜 体 験 の 声 〜

　暑い中、地域の親
子が児童館にあつま
り、交流しました。
ボランティアの協力
も あ り、 地 域 の パ
ワーを感じる時間と
なりました！！

者の話を通して、地
域の中で私たちにで
きることってなんだ
ろう？ということを
考え、みんなそれぞ
れ感じてくれていま
した。

ふくしってなんだろう？  夏休みふくし体験

「久しぶりねぇ。元気だった？」  ふれあい食事会

私の地域の方にもできるかしら?  サロン･サロン♪

紙すき体験

得意なことを地域のために･･･  ちくちくぬいぬいボランティア
はじける夏！児童館まつり

自分探しボランティア体験  サマーショートボランティア



　今までのマイクロバスより、座席が１席増え、
定員数28名となっております。又、スイング扉
の足下には、補助ステップがついており、スムー
ズに乗り降りしていただけます。
　いつまでも車内をキレイに維持するために、ゴ
ミの持ち帰り等にご協力をお願いいたします。

　今年度も全国一斉に共同募金運動が始まります。皆様から頂
いた募金は静岡県共同募金会を通じ、社会福祉施設や社会福祉
協議会へ配分され、ひとり暮らしの方への給食サービス、ふれ
あい食事会、障がい者福祉施設交流会、生活困窮者の方への生
活支援等幅広く地域福祉推進のために活用されます。本年度も
皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。

※希望される日にちの３ヵ月前から予約可能です。利用
日の10日前までに申請書の提出をお願いします。

　お家で眠っているオセロ、将棋、マージャンの道具はありませんか？
　地域での集まりの場で必要なところへ、再利用して有効活用いたします。

もう一度使用することが可能なもの。

物品の状態によっては受け取りが
できない場合があります。

問い合せ先　相良事務所 ☎52-3500

問い合せ先　相良事務所 ☎52-3500

災害ボランティアコーディネーター養成講座を受講して、災害ボランティアコーディ
ネーターとして活動しよう！

　9月2日(日)に、職員と災害ボラ
ンティアコーディネーターさん達と
一緒に、松川町の訓練へ参加しまし
た。今後も、災害時の牧之原市災害
ボランティアセンターがスムーズに
立ち上げることができるように話し
合いを進めていきます。

開催日   9月29日（土）9:30〜16:30　　9月30日（日）9:30〜14:45
会　場   特別養護老人ホームすいせんの郷

問い合せ・申込先   相良事務所　☎52－3500

災害ボランティアコーディネーター養成講座 参加者募集中 !!

　最近、天災や地震などが多発していますね。静岡県もいつ災害が起きてもおかしくない状況と言われてい
ます。牧之原市社会福祉協議会でも災害時の対応について検討し、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓
練等、災害ボランティアコーディネーターさん達と一緒に活動を行っています。

災害ボランティアコーディネーターって???

友好姉妹都市松川町へ行き、松川町災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練を合同で行いました !!

注　意　点

市内でも、災害ボランティアとして現地で活動される方は増えています。
では、災害ボランティアコーディネーターって
どんなことをするのか、皆さんご存知ですか？
災害ボランティアコーディネーターとは、

災害時、災害復旧や生活支援などに各地から駆けつけてくれた
ボランティアを受け入れ、支援を必要としている

被災者のニーズに応じ適材適所へボランティアを派遣するなど、
被災者とボランティアのパイプの役をする方たちのことです。
その他にも、市民の皆様への災害に対する意識を高めるために、
日頃から各地域へ出向き、被災時の講座を実施したりと

積極的な活動をしています。

興味のある方は、
ぜひご連絡
ください。

オセロ・将棋･マージャン おゆずりください！

マイクロバスが新しくなりました！

赤い羽根共同募金にご協力
お願いします

活動期間　10月1日〜 12月31日


