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　新年明けましておめでとうございます。

　皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　昨年も先の見えないコロナ禍により、予定していた事業や地域活動が中止や

自粛となる中、3年ぶりに「湖西市社会福祉大会・こさいふれあい広場・介護

センターまつり」を開催することができましたことを大変うれしく思っており

ます。

　今年は、湖西市社会福祉協議会が法人化して 40 周年を迎えます。この間、

地域福祉推進の中心的担い手としての役割を強く認識し、地域の福祉活動や介

護保険事業の適切な運営と福祉サービスの向上に努めてまいりましたが、これ

もひとえに皆様からの温かいご支援、ご協力があったからこそと心より感謝を

申し上げます。

　この節目にあたる令和 5年度から、新たな「地域福祉活動計画」がスタート

いたします。少子高齢化が進み、社会的孤立や生活困窮等の福祉課題に加え、

昨今のコロナ禍における行動制限により、地域や社会とのつながりがますます

希薄になってまいります。このように複雑かつ多様化する地域社会や福祉ニー

ズを的確に捉え対応できるよう、市と相互に連携、協力して、市民の立場から

一体的に地域福祉を推進するために策定するものであります。

　本協議会では、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創ってい

く「地域共生社会」の実現に向けた行動指針として、同計画の推進に鋭意取り

組んでまいりますので、皆様のより一層のお力添えをお願い申し上げます。

　結びに、本年が皆様にとりまして、明るく心穏やかな一年となりますようご

祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

湖西市社会福祉協議会

会長　森　宣雄

初春のご挨拶
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　社会福祉協議会では、災害発生時に被災者の日常生活への復旧支援を目的として、「災害ボラン
ティアセンター」を開設し、被災者ニーズの把握とともに、ボランティア活動を希望する個人・団
体の受け入れ調整やマッチングを行うこととなっています。
　昨年９月に台風 15号による水害が県内各地で発生しました。湖西市社会福祉協議会では、磐田
市と静岡市清水区の災害ボランティアセンター運営支援のために職員を派遣しました。

　 【静岡市清水区災害ボランティアセンター運営支援】

　９月 27日（火）より静岡市清水区災害ボランティアセンターが開設
され、11月８日から 11月 29日までの 15日間、６名の職員を派遣し、
運営支援を行いました。
　ボランティアセンターの開設から約１か月が経過し、土砂撤去や家財
搬出を中心とした活動から、床上や壁裏清掃等の専門的な技術が必要な
活動に移行している状況でした。そのため、災害NPO法人等の支援団
体と連携し、センターの運営業務に携わりました。

　 【今後に向けて】

　災害は、被災した地域住民の生活に大きな影響を与えます。そのため、被災者への支援活動には、
行政をはじめ、ボランティア団体等との連携や市民による地域のつながりを活かしたさまざまなア
プローチが必要となります。
　いざという時、地域が一体となって有効な支援活動を行うことができるよう普段から行政・市民・
各種団体との顔の見える関係づくりを心がけ、地域福祉の推進を目指す社協として「平常時」から
の取組みを大切にしながら災害に備えた体制作りを進めていきます。

～被災地の復興のために～～被災地の復興のために～

　９月 26日（月）より磐田市災害ボランティアセンターが開設され、
９月 28日から 10月 15日までの 14日間、延べ７名の職員を派遣し、
県内社協職員と共に運営支援を行いました。大雨の影響により、床上浸
水・土砂流入が起こり、被害を受けた住民のニーズに対応できるようボ
ランティアの受入れや、ニーズ調整等を行いました。

　 【磐田市災害ボランティアセンター運営支援】

　社協のマイクロバスを活用した「ボランティアバスパック」を
企画し、計 14名のボランティアの参加協力をいただき、現地で
家屋の土砂撤去や家財運搬の活動を行いました。

ボランティアバスパックによる支援活動
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感 謝 状

　11月６日（日）、老人福祉センターを会場に福祉に関係する 10団体の協力をいただき、
団体の活動 PR、花の苗や野菜・パンの販売などを行うとともに、新居介護サービスセンター
では、「介護センターまつり」
も同時開催し、約 500 人の来
場者でにぎわいました。
　ご来場をいただいた皆さま、�
ありがとうございました。

第第 4040 回回　こさいふれあい広場の開催　こさいふれあい広場の開催

11 月６日（日）老人福祉センターにおいて、社会福祉事業に永年ご尽力いただいた方へ、表彰状・
感謝状の贈呈を行いました。（敬称略・順不同）

表 彰 者
◆民生委員・児童委員功労者（31名）民生委員・児童委員の職に永年在職し、その功績が顕著な方

渥美　妙子 佐々木　秀雄 森　正和 浅野　恵子 田中　裕子
岡部　さえ子 山本　日出二 杉本　洋昭 大野　君枝 土屋　美秋
加藤　ひろ子 山本　初子 菅沼　須美子 竹田　美佐子 木下　洋子
加藤　幸子 山本　千栄美 星川　治男 中村　典子 野口　もと子
袴田　尚夫 松井　ゆみ子 青地　一友 中野　京子 野末　史代
袴田　美惠子 松井　町子 石田　喜久江 田中　俊江 鈴木　愛子
髙柳　陽子

◆社会福祉事業協力者（9名）地域福祉活動に長年にわたり協力し、その功績が顕著な方
山脇　輝夫 外山　喜代美 小原　敦子 前田　知恵子 山本　淳子
杉浦　あい子 古橋　正巳 太田　サヨ 朝比奈　好美

◆�社会福祉法人の役員及び社会福祉施設・事業所従事功労者（7名）�
社会福祉法人の役員及び社会福祉施設・事業所の従事者職員として永年在職し、その功績が顕著な方
春藤　甲弥 鴨川　純 大場　美和 中神　文子
木下　めぐみ 谷野　英輔 疋田　佳織

◆社会福祉事業協力援助者・団体（1名５団体）社会福祉事業に温かい善意を寄せられ、その功績が顕著な方及び団体
鈴木　町子 遠州信用金庫 ヤマハ発動機労働組合 静岡県立湖西高等学校

一般社団法人静岡県
トラック協会西部支部

プライムアース
EVエナジー株式会社

◆共同募金優良団体（３団体）共同募金運動に積極的に参画し、特に優秀な団体
白須賀第一自治会 山口自治会 大森自治会

◆保護司功労者（2名）保護司の職に永年在職し、その功績が顕著な方
高村　一幸 見﨑　義総

第第 4444 回回 湖西市社会福祉大会湖西市社会福祉大会
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うちのおばあちゃんの
物忘れが気になってきた…

認知症かしら

転んで足を骨折しちゃって
ひとりじゃトイレに行けないよ。

困ったな…

父親が脳梗塞になった。
どうしたらいいだろう…

『介護に関するこんなお悩みありませんか？』

湖西市社協　介護センターこさい係（居宅介護支援事業所）が移転しました

令和4年12月19日からこちら「コサイグリーンビルＡ２階（湖西市吉美3257）」にいます。

こんなときは、ケアマネジャーにご相談ください

湖西市社協介護センターこさいでは、ケアマネジャーの私たちが住
み慣れた地域で安心して暮らせるようにお手伝いをします。
身近な相談相手になれるようがんばります。
まずはお気軽にお電話ください。

お問い合わせ先 湖西市社協介護センターこさい　☎ 053 - 575 - 3294

介護　はじめの一歩介護　はじめの一歩
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お試し体験も随時受け付けております。
まずはお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】
湖西市社協介護センターあらい
　☎　　０５３－５９４－５０００
ＦＡＸ　０５３－５９４－７７７１

デイサービスでは、ご利用者お一人おひとりの
お身体の状況に合わせて、
● 入浴方法（車いすや寝たままでも入れます）
● 食事形態（食べやすい形にして提供いたします）
● 送迎（車いすまま送迎車に乗れます）
など対応させて頂きます。
経験豊富な看護師、介護士が、皆さまの元気と�
笑顔を全力でサポートいたします !!

庭の畑では季節の野菜を作っています
収穫した野菜は昼食で美味しく頂きます

周囲の環境を活かした機能訓練が好評です
緑を感じながら心身ともにリフレッシュ！

食事はすべて手作りで評判です
ご利用者と一緒に作るおやつレクも大好評

室内でのレクリエーションも充実
得意なことはお手伝いをお願いしています

介護センターあらい介護センターあらい
デイサデイサーービスビスですです♬♬
ご利用者の笑顔あふれる笑いの絶えない、
明るく元気なデイサービスを紹介します !!
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カラオケ喫茶ひばり 湖西ゴルフ連盟・
浜名湖カントリークラブ

㈱アイデックス

湖西市佛教会

プライムアース EVエナジー㈱ 入出チャリティゴルフ

皆さまからのあたたかい善意の紹介（令和４年 10 月１日～令和４年 11 月 30 日）

善意のご寄附ありがとうございます
皆さまから、心あたたまるご寄附をいただきありがとうございます。（順不同・敬称略）

カラオケ喫茶ひばり� 28,628円
表鷲津駄菓子三河屋� 2,580円
湖西市佛教会� 30,000円
かきこや入出店� 5,446円
山本　麻利亜� 5,900円
㈱アイデックス� 54,033円
浜名湖カントリークラブ
� 98,000円
湖西ゴルフ連盟� 50,000円
入出チャリティゴルフ
� 39,000円
カレッタくんのふる里を守る会
� 104,799円
豊田　章男� 50,000円
匿名� 100,000円
匿名� 402円
匿名� 7,001円
匿名� 1,665円
匿名� 12,733円
匿名� 209円

㈱アイデックス
水谷　いずみ
柏谷　久美子
カレッタくんのふる里を守る会
くすり屋さんおぎそ
匿名１名

水谷　いずみ
柏谷　久美子
マストレメディカル
白須賀中学校
からだ回復センター湖西
湖西青果市場
田中　三枝子
大塚　志津子
戸ヶ里�美咲・将志
みなとクリニック
くすり屋さんおぎそ
浜名環保㈱親睦会

牧野　正明
湖西市立鷲津保育園
サンシティあらい
柴田　須美子
山本　麻利亜
㈱アイデックス
特定非営利活動法人クローバー
東海興産㈱
匿名 11名

龍谷寺万両の会
増田　紫吹
河美健康体操教室
日下部　伸雄
まんさくの里
加藤　誠二
柏谷　久美子
田内　しげみ
姫野　裕矢
白須賀中学校
からだ回復センター湖西
水谷　よし子
戸ヶ里�美咲・将志
牧野　正明
湖西国際交流協会
㈲伴はつり工業所
くすり屋さんおぎそ
杉本
浜名環保㈱親睦会
ハピネス湖西
柴田　須美子
山本　麻利亜
㈱アイデックス
特定非営利活動法人クローバー
佐原　美和子
匿名 20名

水谷　いずみ
森内　多賀子
柏谷　久美子
白須賀中学校
からだ回復センター湖西
戸ヶ里�美咲・将志
くすり屋さんおぎそ
杉本
牧野　正明
小林　玲子
山本　麻利亜
㈱アイデックス
特定非営利活動法人クローバー
匿名 12名

久保川　悟志� 介護用品一式
くすり屋さんおぎそ
� ひまわりカード助成券
水谷　いずみ� ポストカード
浜松いわた信用金庫鷲津支店
� 食品
渡辺　進� お米
疋田エイ� タオル一式
プライムアース EVエナジー㈱
� 市内福祉施設・事業所への
� 寄贈品一式
匿名� 介護用品
匿名� ひまわりカード助成券
匿名� ブルーチップ
匿名� お米
匿名� 布団・毛布

寄附金 切手・はがき・テレカ

使用済切手
プルタブ

ベルマーク

その他

　令和 4年度の湖西市社会福祉協議会特別会費について、10月 11日以降にご納入いただいた
会員様を以下のとおりご紹介させていただきます。ご協力ありがとうございました。
� ※ 12月 1日現在（敬称略・順不同）

※�なお、10月 10日までにご納入いただいた会員様については、前号「11月 1日号」にて�
ご紹介しております。

●㈲克昇工業　　　●㈲大阪薬局　　　●㈲ユース

『社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
� 特別会費のご協力ありがとうございました』
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社協の
相談窓口

ご予約は…
生活支援係

☎ 525-6667

多くの市民の方に法律相談・司法書士相談をご
利用いただくため、同一内容での相談は３回ま
でとさせていただきます。

社会福祉法人　湖西市社会福祉協議会
■総務企画係
■地域福祉係
〒 431-0303　静岡県湖西市新居町浜名 643-1
（湖西市老人福祉センター内）
TEL（053）594-5511・FAX（053）543-5567
E-mail：shakyo@kosai-sk.or.jp
URL：https://www.kosai-sk.or.jp

■生活支援係
〒 431-0442　静岡県湖西市古見 1044
（健康福祉センターおぼと内）
TEL（053）525-6667
E-mail：shakyo@kosai-sk.or.jp

■湖西市社協介護センターこさい係
〒 431-0441　静岡県湖西市吉美 3257
コサイグリーンビルＡ２階
TEL（053）575-3294・FAX（053）575-3299
E-mail：kaigo@kosai-sk.or.jp

■湖西市社協介護センターあらい係
〒 431-0303　静岡県湖西市新居町浜名 575
（新居介護サービスセンター内）
TEL（053）594-5000・FAX（053）594-7771
E-mail：kaigo@kosai-sk.or.jp
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1/17 火・2/14 火
13：00～ 16：00（１人約 20分）
健康福祉センター
白井　聖記　先生相談員

場 所

日 時

1/28 土・2/18 土
９：00～ 12：00（１人約 20分）
3/7 火
13：00～ 16：00（１人約 20分）
健康福祉センター
平岡　新　先生相談員

場 所

日 時

1/21 土・2/18 土
９：00～ 12：00（１人約 20分）
老人福祉センター
加藤　久貴　先生相談員

場 所

日 時

法律相談（弁護士） 要予約

司法書士相談 要予約

※ご来館の際はスリッパをご持参ください。

　赤い羽根共同募金の助成金を活用し、レクリ
エーション用具を購入しました。地域のふれあ
い・いきいきサロンや居場所、福祉教育などさ
まざまな場面でご活用ください。

◎新規貸出レクリエーション用具紹介
≪社協からのお知らせ≫

1ボッチャ
ボッチャという競技は、
老若男女、障がいのある
なしにかかわらず、すべ
ての人が一緒に、そして
競い合えるスポーツです。

2モルック
モルックという競技は、
フィンランドの伝統的な
ゲームを元に、老若男女
が楽しめるアウトドアス
ポーツです。

●借用方法
　「福祉用具等借用申請書」を社会福祉協議会（地域
福祉係）へ提出。

申請先・お問い合わせ先 地域福祉係　☎ 594-5511
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◆◆◆ ふれあいあふれる　はつらつとしたまち


