
相　　　談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】4月1日㈬、15日㈬、5月7日㈭、20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】�4月8日㈬、22日㈬、5月13日㈬、27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）

◦相良清風園　様　食料、日用品等　◦明るい社会づくり運動相良地区協議会　様　寄附金
◦相良保育園　様　10,495円　◦明るい社会づくり運動榛原地区協議会　様　213,434円　◦遠渡区　様　13,055円
◦矢崎部品（株）ものづくりセンター　様　165,428円　◦全矢崎労働組合榛原支部　様　163,000円
◦中部電力（株）浜岡原子力安全衛生協議会　様　寄附金　◦小糸製作所労働組合　様　21,160円
◦新庄女性の会　様　10,000円　◦米持貴弘　様　300,000円　◦名波勝彌　様　30,000円
◦田村俊雄　様　3,000円　◦おむれつＢ班　様　6,069円　◦舞踊あざみ会　様　10,000円　◦匿名　様　10,000円
◦匿名　様　6,772円　◦匿名　様　10,000円　◦小糸製作所労働組合　様　寄附金

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（R2.2.12現在）ご 寄 付

4月4日㈯　5月9日㈯　6月6日㈯

7月11日㈯

全日12：30　～　17：00

牧之原市総合健康福祉センター さざんか

2階会議室

12,000円（初回全納）

電話申込

080-1604-8763：野村

090-1865-5711：石山

※締切3月25日㈬

NPO法人日本精神療法学会

心の談話室牧之原

牧之原市　牧之原市社会福祉協議会

日　　時

会　　場

受 講 料
受講方法

主　　催
共　　催
後　　援

問い合わせ先
相良ホームヘルプサービス事業所　0548-53-2212　担当：海老岡
榛原ホームヘルプサービス事業所　0548-24-1165　担当：杉山

※4月1日から両事業所が統合されるため、
　問い合わせ先は24-1165になります。

相良ホームヘルプサービス事業所

（牧之原市波津1147-7）

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）

1日数時間から　（月～日）　※要相談

時給

・介護職員初任者研修（ヘルパー2級）

　平日1,050円　土日祝1,155円

・介護福祉士

　平日1,070円　土日祝1,175円

勤 務 地

勤務時間
処　　遇

処　　遇

資　　格

定　　年
そ の 他

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

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

70歳

詳細は面接時にご説明いたします。

是非お気軽にご相談してください。

　人は、不安や孤独を感じ悩んでいるとき、誰かに話を聞いて

もらい自分の気持ちが精神的安定を覚え、穏やかな心、生活が

取り戻せるようになります。そんな上手な聴き手としての「心と

能力」を備えた人になるための講座です。

　脳科学、心理学に根差した傾聴療法を講

じます。全日程を受講して、課題のレポー

トを提出し、承認を得られれば準傾聴療法

士の資格が取得できます。（別途費用）

傾聴療法士養成講座 受講生募集

ホームヘルパー募集
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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）

令和2年3月発行

第 155号

マッキーちゃん
最新情報更新中
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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

　福祉・医療・サービス業等の進路や就職が内定
した約 60名を対象に“地域社会の実情を知り、
自分に何ができるのか、社会のつながりを考えな
がら、社会の一員として支え合うことの大切さを
学ぶ”ことを目的とした福祉教育を 11月下旬か
ら全 5回実施しました。第 4回ワークショップ
では、地域住民の方々の協力を頂きながら様々な
方々の声を聞き、自分にできることを発見する
きっかけになりました。

社会に旅立つ生徒さんへ

相良高校３年生に向けた福祉教育相良高校３年生に向けた福祉教育
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ふれあいいきいきサロン作品展＆福祉教育活動報告

　2月 15日、相良総合センター「い〜ら」にて、牧之原市社
会福祉大会を大勢の皆様にご参加いただき、盛大に開催するこ
とができました。活動発表では、相良高校 3年生による「卒
業研究を通して見えた私と福祉」として、福祉について学んだ
ことを始め、いままで育てていただいた家族や地域の方への感
謝の気持ちや今後の社会生活に向けての思いについて、発表が
ありました。
　また、日ごろ地域福祉にご尽力いただいている社会福祉功労
者の功績に対し、社協会長から表彰状・感謝状の贈呈が行われ、
様々な世代が一堂に会す貴重な機会となりました。大会終了後
は、福祉ふれあい広場を開催し、市内の就労支援事業所による
物品販売が行われ、製品を通して障がいを持つ方と地域の人々
との交流が見られました。

各地区のふれあい ･いきい
きサロン活動で製作された
嗜好を凝らした個性溢れる
素晴らしい様々な作品が出
展されました。
来場者の方々が、福祉教育
での感想に足をとめ熱心に
読んだり、ひとつひとつの
作品を丁寧に見て感心して
いる姿が印象的でした。

令和元年度 牧之原市社会福祉
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民生委員児童委員（29名）
◦田中　久子
◦水野　多津江
◦小泉　恭一
◦中川　松枝
◦野村　眞理子
◦川村　雪江
◦古川　茂
◦伊藤　睦子
◦塚本　恵祥
◦沢田　和子
◦山本　富美子
◦福代　登子
◦古川　良朗
◦小澤　幸吉
◦河原崎　克巳
◦増田　雅巳
◦西川　宣男
◦矢部　雅弘
◦今村　博至
◦戸塚　文惠
◦森田　節子
◦黒田　美惠子
◦伊藤　文雄
◦小粥　博子
◦鈴木　謙二
◦水野　達雄
◦小栗　一省
◦髙橋　美紀子
◦横山　春乃

社会福祉事業団体（7名）
◦（故）大石　鉃男
◦森田　フサヨ
◦黒田　泰子
◦後藤　良実
◦大石　睦子
◦守屋　博久
◦丸山　謙一

社会福祉協議会会長表彰者（順不同・敬称略）

社会福祉施設（14名）
社会福祉法人賛育会　相良清風園
◦笠原　舞子
◦冨田　未夏子
◦杉本　輝彦

特定非営利活動法人　愛育の会
◦石神　哲

社会福祉法人一羊会　こづつみ作業所
◦八木　伸幸

社会福祉法人一羊会　つくしの家
◦藤野　倫子
◦半田　智香

牧之原やまばと学園　ぶどうの木
◦神谷　美代枝

牧之原やまばと学園　オリーブ
◦鈴木　ひろみ

社会福祉法人花草会　うたしあ
◦大村　拓也
◦奥山　まさみ
◦山田　房代
◦柴田　よし子
◦山村　孝代

社会福祉協議会（2名）
◦大石　亜紀
◦大石　美奈子

ボランティア活動（4名 3団体）
◦山本　明男
◦若杉　正則
◦谷本　聖子
◦内藤　静夫
◦相良高等学校福祉家庭部
◦消防OB二十日会
◦NPO法人精神保健福祉みどり会

社会福祉事業の増進に積極的に支援協力された方、または団体（5団体１名）
◦矢崎部品（株）ものづくりセンター
◦全矢崎労働組合榛原支部
◦中部電力（株）浜岡原子力発電所　安全衛生推進協議会
◦米持　貴弘
◦明るい社会づくり運動榛原地区協議会
◦一般社団法人生命保険協会静岡県協会

大会が開催されました。

10_ふくしだより155号_P3-4.indd   1 2020/03/06   15:08



●開 催 日　毎月1回日曜日

●開催時間　奇数月	 9:00 ～ 12:00
　　　　　　　　　　（みんなで食事を楽しみます。）

　　　　　　偶数月	 9:00 ～ 11:00

●会　　場　勝田下公民館
　町内会の方々のご理解やご協力をいただき、隣接する町内会の高齢者にも声をかけ

開催されています。男性の協力者や参加者もおり“みんなが主役！”を合い言葉に、

替え歌や体操を楽しまれています。

くるみ会

出掛ける楽しみ！ み～つけた!!
　少子高齢社会を迎え、市民の方々が“声をかけあいながらいつまでも元気に

過ごす”ように、地域のお仲間で様々な集いの場が立ち上がりつつあります。

地区のサロンとは違う

楽しみができた !
シニアクラブが

解散して集まる

所がなかった

から嬉しい！ 家族に迷惑を

かけないように

元気でいたい！

　静岡茶の国会議の方々をお迎えし、地域で集いの場を支援

されている方々と一緒に『防災』について学びました。“知ら

ないより、知っておけば安心”“いざという時、できなくても

知識があるだけで違う”平常時の備えについて参加者の方々

と理解を深めました。

地震が起こったら？
活動中の緊急対応！

第４回 サロン・サロン 

この度は、フードドライブにご協力
いただきありがとうございました。
今回、皆様のご協力で105㎏の
食料が集まりました。生活困窮者の
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。
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　10月1日から12月31日にかけて実施しました赤い羽根共同募金運動では、地域の皆様方からの

ご協力により、下記のとおり多額の募金へのご協力をいただきありがとうございました。

　今年度ご協力いただきました募金は、次年度の社会福祉協議会で実施します地域福祉事業や生活

困窮世帯への支援、地域の福祉施設等に配分され、地域福祉推進のために活用させていただきます。

令和元年度赤い羽根共同募金集計額 6,002,803円

お祝いの会では、職員とご利用者の皆様で作った手作り
ケーキを分け合って食べました。
市役所の方もお祝いに来てくださり、大勢の方からのお
祝いの言葉にとても嬉しそうでした。

社協
陽だまり

100歳おめでとうございます！！

大正8年12月25日　生まれ
尾
お ざ き

﨑　りと さん

100歳のお祝い

健康、長寿の秘訣は？

なんでも好き嫌いせずに食べる！ 

特に好きな食べ物はお肉！！

日ごろの楽しみは？

週に3回のデイサービスがとても楽しみで、

自分が休みの日もデイサービスに行く

準備をしているよ！

令和元年度　赤い羽根共同募金活動報告

一般募金

歳末たすけあい募金

区分 金額 備考
戸別募金 3,730,760 9,326 世帯
法人募金 1,387,500 414 法人
学校募金 	 69,616 8 小学校　2中学校
職域募金 39,986 牧之原市役所・静岡銀行（榛原支店・相良支店・御前崎支店）、社協職員
その他の募金 63,941 社協、地区社協、あしたか窓口、一般寄付者、自動販売機

合計 5,291,803

区分 金額 備考
戸別募金 711,000 9,326 世帯

合計 711,000
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