
「みんながしあわせ」と感じるまちづくり
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ホームページ：https://www.omaezakishakyo.jp
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新年あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

日頃より、本会の活動に多大なるご支援とご協力を賜り、役職員を代表しまして厚く
お礼申し上げます。
さて、わが国では、少子高齢化が進み、人口減少社会が本格化するなど福祉を取り

巻く環境はめまぐるしく変化し、子育てや介護のダブルケア問題、生活困窮、児童や
高齢者の虐待問題、子どもの貧困問題など、深刻な福祉課題や生活課題が顕在化して
おります。こうした状況の対応には、公的制度だけでなく、普段から地域に暮らす人
たちが共に支え合う地域づくりが大切であります。
本年も地域に暮らす全ての皆様が安心して暮らせる福祉のまちづくりのため、地

域福祉事業の推進に努めてまいりますので、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。新しい年が皆
さまにとりまして幸多き年となりますようご祈念申し上げ新年の挨拶とさせていただきます。
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ご協力ありがとうございました

社協特別会費のご協力ありがとうございました

令和4年度の赤い羽根共同募金運動を10月1日～12月31日
に実施いたしました。町内会様を通じて住民の皆様から、法
人様から等、多数の募金をお寄せいただきました。お寄せい
ただいた募金は、右記のような地域の福祉活動に活用されます。

歳末たすけあい  276世帯に配分
また、12月1日～31日に「つながり…ささえあう…み

んなの地域づくり」をスローガンに歳末たすけあい
運動を実施しました。お寄せいただきました募金は
民生委員児童委員様を通じて、地域の重度の障が
いをお持ちの方や一人暮らし高齢者、また支援を
必要とする方々に配分されました。

募金額総額やご協力いただきました法人様・団体
様等につきましては、3月発行の社協だよりでご紹
介いたします。

令和4年度の社会福祉協議会特別会費を以下の法人様よりいただきました。いただいた会費は福祉事業
に有効に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

赤い羽根
共同募金

小地域活動助成
～孤立防止や居場所作り～

皆さんの善意が
これらの活動・事業に
役立てられています

障がい者余暇活動支援
～活動を通じた交流～

福祉教育実践
～福祉の大切さを学ぶ～

アイバクリーニング
㈱阿形電気
㈲アグリサポート御前崎
㈱アトックス浜岡事業所
阿南重工業㈱
新谷茶店
アルス土木設計
㈱植田組
㈲植田モータース
魚金㈱
エイケン工業㈱
エイトワンいしだ教材
エスピトーム㈱
エポック㈱
㈱えむ企画
エルアンドビー総合保険㈱
遠州夢咲農業協同組合
大澤輪業
奥村医院
御前崎港運㈱
㈱御前崎工務所

御前崎市図書組合
御前崎埠頭㈱
御前崎まちづくり㈱
鹿島建設㈱
㈱片山工務店
㈱河原崎配管
神田建設㈱
キヌコ美容室
㈱木村鋳造所　御前崎工場
共栄企業㈱
行政書士増田隆宏事務所
行政書士法人　エムケイ法務事務所
㈲グランパークあらさわ
㈲クリエイト
凰栄建業㈱
五大産業㈲
㈱サカエ浜岡事業所
㈲坂本建設
佐倉建設㈱
㈱佐倉サービスセンター
サチヨ美容室

佐藤工業㈱
㈱サン自動車
㈱G&T　マスダオート
㈱シーテック浜岡支社
NPO法人しおさい
㈱静岡銀行　御前崎中央支店
篠田鉄工㈱
㈱柴田内装
島田掛川信用金庫御前崎支店
島田掛川信用金庫浜岡支店
笑福
㈲伸紀測量設計事務所
㈲伸光工業
新日本空調㈱
スーパー御前崎
㈱スカノヤ
鈴与㈱
㈱セイビ東海
静和事務機㈱
セルコ㈱掛川営業所
綜合警備保障㈱

太平電業㈱浜岡事業所
㈱髙塚製作所
高松建設㈱
タクミ企画㈱
タクミ建設㈱
㈱たこ満
中華料理 伯竜
中電防災㈱浜岡総合事業所
中部電力㈱
㈱中部
㈱中部プラントサービス
㈱チヨダスポーツ
㈱テクト浜岡支社
㈱テクノ中部
㈱デザイン・オフィス
㈱東遠浄化槽管理センター
東海サンド㈱
東京防災設備㈱
東芝エネルギーシステムズ㈱
東洋空調設備
㈱トーエネック浜岡営業所

巴建設㈱
㈲なかはら
㈱新野モータース
肉のマルマツ
㈱西島土木
ニチアス㈱
日管㈱御前崎支店
日光水産㈱
日本特殊塗料㈱
ハイナン農業協同組合御前崎支店
㈱榛原電業
はっとり教材
浜岡運輸㈱
浜岡製茶農協
日立GEニュークリア・エナジー㈱
ビューティーサロン　ミヤビ
㈲フラワーショップあきの
㈱フルカワ
ヘアーサロン　ごとう
㈱ベルクス
ホームプラザナフコ

㈱増田組
㈱増田建設
㈱松下工務店
㈱松本印刷
丸池製茶㈱
㈱丸幸
㈱マルマ
㈱マルユウトラベル
㈲水野鉄工所
㈱三井組
㈲三井建設
港建設㈱
明工建設㈱
明光電気㈱
㈱やまま満寿多園
㈱山亜里製茶
㈱ヤマサン藤田水産
㈱若杉組

寄付・寄贈
御前崎市商工会建設部会 様
•…寄付金（商工会ハロウィン売上金）
静岡県退職公務員連盟 小笠支部 様
•…タオル
あやめ会 様
•…寄付金

（左）	御前崎市商工会建設部会長	松下正昭様
（右）	本会会長	繁田昇

（中央）	静岡県退職公務員連盟小笠支部	支部長	松本忠男様
（左）	静岡県退職公務員連盟小笠支部	顧問	平野豊様
（右）	本会会長	繁田昇

※写真撮影時のみマスクを外しております※写真撮影時のみマスクを外しております

令和4年9月12日
～12月10日
（50音順・敬称略）
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様々な事情で生活にお困りの世帯に向けて、社会福祉協議会では次のような貸付や相談の対応をしています。

生活福祉資金貸付制度
相談者の生活や仕事の状況を伺い、必要な資金貸付や相談支援を行うことで相談者の自立や安定した

生活の実現を目的とする事業です。

新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方を対象とした「生活福祉資金特例貸付」の受
け付けは、令和４年９月末で終了しました。引き続き生活が大変な方に対しましては、本則の生活福祉資
金貸付制度でご対応いたします。

生活困窮者自立支援事業
経済的な理由で生活にお困りの方の相談に対応し、一緒に解決方法を考えていきます。

福祉総合相談
介護、子育て、障がい、病気の不安、その他生活で大変なことがありましたら、なんでもご相談ください。

「どこに相談したらいいかわからない…」という場合でも大丈夫です。
まずは、あなたのお話を聞かせてください。一緒に解決方法を考えていきましょう。

相談費用　無料
受付時間　平日　8時15分～17時00分
　　　　　※相談の受付状況により、相談日の事前予約を取っていただく場合がございます。
　　　　　お電話でも受け付けています。　御前崎市社会福祉協議会📞0548-63-5294

貸付制度・相談事業について

例えば、このようなことでお困りの方
•… 減収や失業で生活費が不足している
•… 病気で働けなくなってしまった
•… お金の使い方を相談したい　など

対象世帯▶ ・ 低所得世帯 ・ 障害者世帯 ・ 高齢者世帯

このような支援をします
•… 一緒に生活改善の方法や目標を考えます
•… 利用できる制度や機関のご紹介をします
•… 家計相談で、一緒にご家庭の収支を見直します
その他、相談者の状況に合わせた支援を行います。

▲勉強会の様子（AED 講習）
▼奉仕活動の様子（浜岡福祉会館草刈り）

福祉団体紹介

御前崎市身体障害者福祉会
本会は会員相互の親睦を深め、障がいを乗り越え自

力更生の道を開き、お互い励まし合って、豊かな生活と
福祉の増進を図ることを目的に発足し、現在139人の
会員で構成されています。
毎年様々なイベントを開催することで、障がい者が

家に引きこもるのではなく、活動を通して障がい者同
士の交流を図ったり、情報交換をしています。
新規会員を募集していますので、お気軽にお問い合

わせください。

主な活動内容　奉仕活動、フライングディスク交流会、
親睦旅行、勉強会、グラウンドゴルフ大会、輪投げ大会、
運動会、ふれあい広場に出展など
問い合わせ先　会長:河田…州夫（御前崎市池新田3169-5）

📞0537-86-3770
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ささえあいサポーター 
養成講座・連絡会を開催

　10月6日、11日、12日にささえあいサポーター
養成講座・連絡会を各地区で開催しました。合
計44名の方に参加いただき情報交換や交流を
行ないました。

浜岡原子力発電所で福祉教育を実施

10月4日に中部電力株式会社様のPAZ避難支援グループ
に所属をしている方々を対象に車椅子を使った介助方法や福
祉車輛の使い方を説明させていただきました。約20人の方が
参加されました。

福祉教育… 学校や企業向けに福祉講座を実施しています。
… 詳細はお問い合わせください。

令和 4 年度 静岡県社会福祉協議会 
会長表彰伝達式を実施

11月10日、ふれあい福祉センターなごみにて、令
和4年度静岡県社会福祉協議会会長表彰伝達式を執
り行いました。この賞は社会福祉事業に功労のあっ
た方や団体に対して贈呈されるもので、今年度は5名
と1団体が表彰を受けられました。

従来は静岡県健康福祉大会で表彰が行われますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により今年度は縮
小開催となった為、昨年度に引き続き伝達式を行いま
した。表彰状は本会繁田昇会長から伝達されました。

　被表彰者・団体　　順不同…
<社会福祉施設の従事者功労> <社会福祉事業協力者>
特別養護老人ホーム灯光園… ・読み聞かせボランティア「おとぎの国」…様
・松下浩之…様・下村和子…様・鈴木洋子…様・宮脇順美…様… ・沖　誠…様

受賞された皆様の功労に厚く感謝申し上げます

ファミリー・サポート・センター 
会員交流会を開催

11月25日にファミリー・サポート・センター
会員交流会を行いました。交流会では、ベテラ
ンの保育士さんに子育てや預かり時の困りご
とに答えていただいたり、おもちゃ作りやゲー
ムで楽しく交流することができました。

会員募集中!
子育ての「手助けをして
ほしい人」と「お手伝い
したい人」が助け合う会
員組織です。詳細はお問
い合わせください。

利用者募集中!
高齢の方や障がいがある方のごみ出しや掃除、草取り、買い
物代行など、日常生活のちょっとしたお困りごとをお手伝い
するのがささえあいサポーターです。20分200円～。
利用されたい方は、お問い合わせください（審査があります）。

新たに11名がサポーターに
加わりました！

車イスの介助の実践

交流会の様子

（左）読み聞かせボランティア「おとぎの国」鈴木艶子	様
（中）沖　誠	様　（右）灯光園	宮脇順美	様

※写真撮影時のみマスクを外しております※写真撮影時のみマスクを外しております

活動報告
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令和 4 年度 福祉懇談会を各地区で実施

地域で抱える福祉課題等をみんなで考える機会として
11月から社協各支部で福祉懇談会が実施されています。
高松支部は「高松元気アップ講座」、白羽支部は「白羽地
区元気アップ講座」と題し、新野支部は「誰もが自立した
生活を営むことができる地域づくり」、御前崎支部は「い
つまでも健康でありたい高齢者」をテーマに実施しました。
また、池新田、佐倉、比木、朝比奈支部においても、今年度中に福祉懇談会を実施予定です。
なおこれに合わせ、大人に代わり日常的に家事や家族の世話をしている「ヤングケアラー」の支援

対策に向けて、アンケート調査を行ないました。市内にも一人で我慢し孤独に耐えているヤングケア
ラーがいるのではないでしょうか?社協では「ヤングケアラー」を孤立させない社会を築く第一歩と
して支援を検討しています。

市民ボランティアの皆さんが、ふれあい福祉 
センターなごみに花を植えてくださいました

11月24日、市民ボランティア「花日和」の皆さんが、ふれあい
福祉センターなごみの花壇にツルコザクラの苗と葉ボタンを植
えてくださいました。ピンク色の花が咲くのが今から楽しみです。
「花日和」の皆様、ありがとうございました。

白羽保育園の園児が 
「居場所しろわ」を訪問

12月8日、白羽コミュニティセンターで開かれた居
場所しろわで、白羽保育園の年長児たちが歌と踊り、
楽器演奏を披露してくれました。参加者はかわいら
しい様子に目を細めていました。
居場所… 高齢者が自由に参加し交流できる場として、

各地区で定期的に開催されています。

平和の大切さを後世に伝えたい

御前崎市遺族会会長の増田幹夫さんが、御前崎市遺族会会長や戦没者遺族相談員などを長年にわ
たって務め、戦没軍人の慰霊や遺族の福祉などの活動に尽力された功績に対し、一般社団法人日本遺
族会から表彰されました。増田さんは「悲惨な結果を生む戦争はしてはいけないということを後世に
伝えていきたい」と話されています。

ウクライナ人道支援募金の贈呈式を実施

ウクライナに対する人道支援のため、御前崎市と御前
崎市社会福祉協議会では今年4月から10月まで市内各所
に募金箱を設置しており、これまでに集まった293,655
円を12月16日、日本赤十字社静岡支部へ贈呈しました。
御協力をいただきました皆様、ありがとうございました。

「花日和」の皆さん

（右）
	日本赤十字社静岡県支部
	事務局長	鈴木亨様
（中央）
	栁澤　重夫	市長
（左）
	本会会長	繁田昇

当日の様子

高松支部の福祉懇談会の様子

※写真撮影時のみマスクを外しております※写真撮影時のみマスクを外しております
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お 知 ら せ

高齢者向け
宅配弁当

手渡しでお届け、
安否確認も可能

刻み食など対応します。ご相談ください。
御前崎店☎0537-25-7275

食べやすい
大きさ・硬さ

おかずとごはん
510円（+税）～

こだわりの
食材

1食から
お届け無料

赤い羽根共同募金事業 
ひとり親家庭には入学 
祝い金が交付されます

ひとり親家庭の児童の健やか
な成長を願い、小学校入学をお
祝いします。市外の保育園・幼
稚園等に在園されている方は、
下記までお問い合わせください。
（市内の園の方は、園を通じて
ご案内します。）

対象　市内在住のひとり親家庭
で令和5年度小学校入学児童
持ち物　ひとり親家庭と分かる
もの（児童扶養手当証書・ひとり
親医療費助成受給者証など）
申請締切　令和5年3月3日（金）　
問合せ　御前崎市社会福祉協議
会（☎0548-63-5294）

高齢者理美容料金助成券 
高齢者はり・きゅう・マッサー
ジ治療費助成券について

今年度交付された各助成券の
有効期限は令和5年3月31日ま
でです。4月以降は使用できな
くなりますのでご注意ください。
今年度まだ交付を受けていない
方については下記のとおり受け
付けしております。

対象　①理美容　市内在住で令
和4年4月1日時点で88歳以上
の在宅の方または65歳以上で
在宅寝たきりの方
②はり・きゅう・マッサージ　市
内在住で令和4年4月1日時点で
70歳以上の在宅の方
持ち物　対象者の氏名・住所・生

年月日がわかるもの（保険証、
免許証など）
申請　ふれあい福祉センターな
ごみ、または浜岡福祉会館の窓口

フードドライブ運動を 
実施中です

ご家庭で余っている食品が
ありましたら、ご寄付をお願い
します。集まりました食品は、
NPO法人フードバンクふじの
くにを通じて経済的にお困りの
方々に届けられます。

期間　令和5年1月31日（火）まで
場所　浜岡福祉会館、ふれあい
福祉センターなごみ、市役所西
館、各地区センター

令和5年度 
高齢者生きがい教室 参加者募集
日　程　令和5年5月～（10回コース）
　　　　4月に開講式
場　所　浜岡福祉会館（池新田1359-1）…　　　
対象者　市内在住の概ね60歳以上の方
年会費　1教室1,000円
　　　　（月謝は無し、材料費は自己負担）
申込期間　令和5年2月1日（水）～3月24日（金）
・年度途中のお申し込みはできません
・各教室定員に達した場合、申し込みを締め切ります
・1人2教室まで申し込みができます
申　込　浜岡福祉会館の窓口またはお電話（☎0537-86-8066）でお申し込みください！
上記のほかに、浜岡福祉会館では「高齢者生きがいクラブ」も活動中。年度中の申し込みもできますので、
お問い合わせください！〇カラオケ　〇生け花　〇茶道　〇囲碁　〇健康体操　〇陶芸　〇健康マージャン

①書道　②料理　
③音楽（歌・キーボード演奏）　
④英語　
⑤スマートフォンの使い方
※申込が5名以下の場合、開講いたしません。

教
室
内
容

料理教室 スマホ教室

社会福祉協議会役員交代のお知らせ

令和4年12月23日から新しい役員に交代しました。
前　任 新　任 区　分

理　事 河原﨑悦男 鳥山　清子 民生委員
児童委員

評議員
岡村千惠子
長尾美喜子
鈴木　　正

横山　文子
河原﨑晴美
小川日出海

民生委員
児童委員

監　事 河原﨑惠士 増田　雅伸 市議会選出
監査委員
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