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。
（R1.12.12現在）

牧之原

◦牧之原市赤十字奉仕団 様 10,000円、タオル等
◦退職公務員連盟榛原支部地頭方地区 様 タオル等
◦福岡区皆さん 様 寄付金、寄贈品 ◦永田嘉子 様 食料品、日用品
◦大沢区 様 18,550円
◦波津第４ブロック 様 5,000円
◦牧之原区（相良）様 28,220円
◦（株）矢部製作所 様 寄付金
◦昭和31年度卒業川崎中学校３年Ｅ組 様 10,000円

第 154 号
令和２年１月発行
マッキーちゃん

成年後見制度
午後１時35分から午後２時15分

第１話 「認知症の老姉妹を食い物に」
第２話 「ナオト君だって一人の人間なんだよ」
～親亡き後を心配して～
講談師
日
定

神田

織音

講 演（第二部）

で
寒さを笑い
！
吹っ飛ばせ

午後２時25分から午後２時55分

師：司法書士法人つなぐ
司法書士

氏

時：令和2年2月29日（土）午後１時30分～
（午後１時から開場）
員：２５０名

増田

最新情報更新中

使っ
冬の唱歌や冬を連想させることばを
らゲー
た頭の体操、視覚で冬を楽しみなが
た。自
ムを楽しみ参加者同士が交流しまし
リエー
分たちの地域でも楽しめそうなレク
動され
ションに目を輝かせ、楽しそうに活
ている姿が印象的でした。

サロン･サロン♪

「成年後見制度と市民後見人への期待」
講

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）

第３回

講演会のご案内

講談で学ぶ成年後見制度 ～家族の将来・自分の未来を生きるために～
講談演目
（第一部）

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」
）

真也 氏

※閉会後成年後見に関する相談ブースあります。

会
場：吉田町学習ホール（吉田町住吉1567）
問合せ先：牧之原市役所社会福祉課 23-0074

デイサービスセンター介護スタッフ・ホームヘルパー募集
デイサービスセンター介護スタッフ
及び看護師（パート職員）

勤 務 地

週1 ～ 5日程度（月～日） ※要相談

勤 務 地

相良デイサービスセンター（牧之原市波津1147-7）

遇

9：00 ～ 12：00又は13：00 ～ 16：00
交通費支給

社会保険加入

有休休暇

処遇改善加算

※社会保険は勤務時間、日数に応じて加入可能
そ の 他

詳細は面接時にご説明いたします。
ブランクのある方や未経験の方も歓迎します。
是非お気軽にご相談ください。

問い合せ先
相良デイサービスセンター

担当：池田

場】市民相談センター（☎23-0088）

日】２月５日㈬、19日㈬、３月４日㈬、18日㈬
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。

1日数時間から （月～日） ※要相談

処

交通費支給

遇

社会保険加入

有休休暇

集いの場で地震が起きたらどうしよう？いざ！という時のための対応方法を学びましょう。
日 時 令和２年２月20日（木）13：30 〜 15：00
会 場 相良総合センターい〜ら
内 容 みんなで学ぼう！地震が起きたら？活動中の緊急対応！

処遇改善加算

※社会保険は勤務時間、日数に応じて加入可能
資

格

介護福祉士又は介護職員初任者研修を修了した方で
自動車運転免許をお持ちの方

そ の 他

詳細は面接時にご説明いたします。

相良ホームヘルプサービス事業所

53-2212

担当：海老岡

榛原ホームヘルプサービス事業所

24-1165

担当：杉山

談

①

心配ごと相談（民生委員･司法書士）

【会
【期
【時

場】市民相談センター（☎23-0088）

日】２月12日㈬、26日㈬、３月11日㈬、25日㈬
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。

講 師
参加費

静岡茶の国会議 大石氏 他３名
100円 ※申し込みをお願いします。

申込先

牧之原市社会福祉協議会

☎52-3500

相良事務所

〒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

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

〒

①い～ら B&G

相良庁舎

島信

【時

勤務時間

問い合せ先
52-5553

法律相談（弁護士･行政相談員･人権擁護委員）

【期

集!!
第4回 サロン･サロン♪ 参加者募

是非お気軽にご相談ください。

相
【会

又は榛原ホームヘルプサービス事業所
（牧之原市静波479-2）

※その他ご希望がありましたら相談して下さい。
処

相良ホームヘルプサービス事業所
（牧之原市波津1147-7）

勤 務 日
勤務時間

ホームヘルパースタッフ （パート職員）

本通り

バスターミナル

⑤③

④⑦

⑥

150号線
サンビーチ

←御前崎

JA

榛高
榛原庁舎
〒

←御前崎

川崎小
さざんか
交番

⑧⑨⑩

②

JA

榛原事務所

静岡→

龍眼荘

〒

静銀

150号線

②

〒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

静銀

静岡→

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

☎ 22-4419
☎ 24-1165
☎ 22-6520

ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp

年頭挨拶

牧之原市社会福祉協議会

会長

水野

心豊かに暮らすために「ありがとう」を交わそう

隆

明けましておめでとうございます。皆様には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
賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、年号も平成から令和へと変わり、新天皇が誕生し記念すべき年でありました。
さて、私共社協の昨年を省みますと、2017年に法改正があり理事や評議員の定数も大きく
変更し、役員の責任が重大となった中で、私も昨年６月の役員改選により３期目の会長をお引
き受けいたした次第であります。2018年に、デイサービスセンター「社協陽だまり」を建設、

地区代表者連絡会
公益財団法人さわやか福祉財団理事

稲葉ゆり子

さわやかインストラクター

様をお招きして「地域福祉の動向

～地域の支え合いを

考える～」をテーマに開催し、各区長をはじめ区役員78名の参加が
ありました。

開所いたしましたが、皆様のご支援により利用者数も増加し経営も軌道に乗ってきました。
また、少子高齢化が進む中、牧之原市と社協では2019年度から第３次「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」
を向こう５年に亘り策定し、今まで以上に地域を重視した活動内容となっております。計画策定を通して、地域で起
きている様々な課題を他人事ではなく「我が事」として捉え、相談に対しては自分の心配事として「丸ごと」受け止
め、地域で助け合うことが求められています。
今年は、東京オリンピック、パラリンピックが開催される中で、国や国民にとって躍動する年にしたいですね。

「地域支え合い活動について」アンケート

1％
（1人）

4％
（3人）

本年が皆様方にとって、健康で幸多い年でありますようにご祈念申し上げ、私共社協も課題は沢山ありますが、役

95％

（73人）

共感できる
共感できない
未回答

手作りカレンダーをありがとう
ダーをいただきました。

こういった活動は、一部の住民や地区の役員の方々だ
けでは限界があります。
困ったときに“お願いしやすく”支える側が“お手伝い
しやすい”地域にするために、共感し合えるお仲間と一
緒に活動しませんか？
問い合せ先：相良事務所 52 ｰ 3500

川崎地区では毎年77歳以上の高齢者を対象にした『川崎区高齢
者の集い』を地区役員や日赤奉仕団、民生委員の方々の協力をいた
だきながら開催しています。
本年度も役員の話し合いで「移動手段がなくて参加できない方も

本年度も大切に使わせていただきます。

来てもらえるような集いにしましょう！」と地域に呼びかけながら
準備をすすめました。
当日は、ご家族やご近所同士で乗り合わせて参加されたり、移動
手段が確保できない方は“特別養護老人ホーム うたしあ”や“特別養護
老人ホーム あじさいの郷 海山荘”に送迎のご協力をいただきながら多く

牧之原市社会福祉大会

日時：令和2年2月15日（土）9時30分～12時（受付９時～）
会場：相良総合センターい～ら
プログラム：

の方にご参加いただきました。

１．活動発表 （仮）牧之原市の福祉について
※相良高校生による福祉教育の発表
２．式 典

表彰状贈呈 等
※閉会後、福祉ふれあい広場にて市内就労支援事業所による販売があります。

共感はするが活動にまで至らないのが正直なところ。何と
か活動（行動）していきたい。
男性が参加できるようなシステム、
男性同士の仲間が必要。
支え合う地域になれば良いなと思うし、意識した生活を実
践していきたいと思います。

“ちょっと困った”をみんなで解決しよう！

つくしホーム、つくしの家から手作りカレン

令和元年度

◎
◎
◎

職員一体となって新たな気持ちで、福祉事業と地域づくりに努力して参りますので、暖かなご支援をお願い申し上げ
ます。

約95％の人が活動の必要性に共感されていましたが、
次のような意見も聞かれました。

一昨年の様子です

令和元年度

静岡県健康福祉大会が開催されました

10月24日（木）にグランシップを会場に令和元年度静岡県健康福祉大会が開催されました。当日は、長年の社
会福祉活動への功労表彰が行われ、市内から６名の方が受賞されました。
市内小中高校の福祉教育の様子も展示しています。

展示期間
会

場

2月11日（火）～ 2月19日（水）
相良総合センターい～ら

いきいきふれあいサロン作品展を開催します

➡昨年度の様子です

静岡県社会福祉協議会会長表彰受賞者
水野
大石
杉林

早苗 様（民生委員・児童委員）
松下一二三 様（民生委員・児童委員）
桃子 様（法人役員・事業所従事者） 田中 香奈 様（法人役員・事業所従事者）
宣子 様（社会福祉事業協力者）
加藤 初孔 様（社会福祉事業協力者）

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 414 法人

1,387,500 円

（榛原地区）
ハイナン農協、ハイナン、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、島田掛
川信用金庫榛原支店、小林電気、芙蓉、釘ケ浦建設、スルガ銀行榛原支店、ブンテン、泰善寺、内藤新聞店、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、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、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、増井建設、山本水道
工業、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、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、月星商事静岡支
店、松浦組、榛原工機、粂田商店、大豊物流、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、西田金物店、小林工務所、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、相友自動車販売、藤
浦工業、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、勝間田菱中茶農協協同組合、ダイシン、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、エルム食品、浅井商店、高柳製茶、静岡ペナ
ント社、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、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、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、さかぐち、愛工業、杉山商事、日本コルマー、第一化成
（相良地区）
伊東フーヅ、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、東遠浄化槽管理セ
ンター、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、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、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、島田掛川信用金庫相良支店、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、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、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、
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、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、島田掛川信用金庫相良北
支店、植田歯科医院、池田屋、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、
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、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、カーズ牧之原、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、ナガノ工機、丸紅、日本飲料原料、伊藤園、野ヶ本建設、明建、ＴＤＫ静岡工場、大和工業、まるまき、
ヤマス、福田商店、島田掛川信用金庫牧之原支店、笠原産業、ふくろ茶や、三中製茶、水野建設工業、昌栄電機、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、榛地製作所、牧南社、増田工業、東和運輸倉庫相良支店、東洋製
罐株式会社静岡工場、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、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、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、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、遠州工機、ミツヤ、山下新聞
店、山本産業、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、南遠化工、小栗農園、寺田工務店、相良青果市場、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）

シニアカーを必要とされている方はいませんか？
市内にお住まいになる方からシニアカーの寄付があり、シニアカーを必要としている方への譲渡
の希望がありました。
シニアカーの購入を検討している、
あるいはこれまで使用していたシニアカー
の調子が悪い、などといった方がおりましたら、社協へご連絡ください。
※寄付のあったシニアカーは㈱パルパル製のものであり、複数回の使用のみで取扱説明書や充電器等は一式揃っている状態にあります。

譲渡希望者の条件
・牧之原市内に住所を有する方
・転売等営利を目的とせず、高齢や障害などにより現在シニアカーを利用したいと考えている方
・譲渡を受けられるにあたり自分で用具を確認し、譲渡後も自らの責任で利用できる方
※譲渡後の清掃・修理・処分等の費用の負担に関しましては、譲渡を受けられる方でお願いいたします。なお、シニアカーは
1 台のみであるため、お問い合わせがあった方から対応をさせて頂くこととなり、すでに譲渡後の場合にはご了承ください。

問い合せ先：牧之原市社会福祉協議会

ご家庭で余っている食料を
お持ちください

フードドライブ

実施中

【回収している食料】

開催日程

2020年1

●賞味期限が２ヵ月以上ある
●常温保存ができ未開封のもの
【回収できない食料】
●賞味期限が記載されていない
●アルコール分を含む飲料や食料品
●健康食品・介護食品・サプリメント
【回収場所】：牧之原市社会福祉協議会

相良事務所、榛原事務所

皆で学んで情報交換！

【喜ばれる食料】
●レトルト食品・缶詰
●即席ラーメン・カップ麺
●即席みそ汁・スープ
●ふりかけ・お菓子
●ベビーフード

ボランティア交流会

12月８日（日）総合健康福祉センターさざんかにてボラ
ンティア交流会が開催されました。牧之原市内のボランティ
ア24名が参加しました。今回は、ハート・プラス・プロジェ
クト代表久保田さんにより、「災害時を生きぬく、ためにな
る生活体験講座」として、講座と体験を行いました。
交流会にて、ボランティア同士の情報交換や体験を通して
関係性を深め合うことができたのではないかと思います。

みんなで歌って、踊った♪
昨年に引き続き今年度も福祉施設交流会が開催さ
れました。当日は市内５施設、総勢約150名の方々
が参加をし、音楽鑑賞やパン食い競争等により利用
者・家族・職員同士の交流を楽しみました。半日と
いう限られた時間の中ではありましたが、施設とい
う垣根を越えた交流ができました。参加された方々
の素敵な笑顔がとても印象的でした！

福祉施設交流会 !!

52-3500

月6日
～1月31
日

