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　一般募金については、令和５年度に湖西市社会福祉協議会が実施する地域 福祉推進事業、県内の福祉施設・団体等が行う活動へ助成されます。
　また、歳末たすけあい募金については、令和４年度事業として、年末年始 に支援を必要とする方や自治会・地区社協・福祉団体・ボランティア団体等
による地域福祉活動へ助成させていただきました。

～受配団体から のメッセージ ～
歳末たすけあい 募金ありがとう！

令和 5年 2月 1日現在

新所原地区
ふれあい・いきいきサロン

クリスマス会を行いました。
新型コロナウイルス感染拡大
により声出しはできませんで
したが、ハーモニカ演奏で懐
かしの曲を聞き、楽しいひと
時を過ごしました。
たくさんの笑顔をお届けでき、
スタッフ一同開催してよかっ
たと思いました。
ありがとうございました。

入出地区
ふれあい・いきいきサロン

助成金を活用し、大変多くの方
に楽しんでいただけるふれあ
い・いきいきサロンを開催する
ことができました。スタッフの
方や参加者の方々が自分の得意
なことを披露して、笑顔があふ
れました。クリスマスプレゼン
トの用意もでき、大変喜んでい
ただくことができました。
ありがとうございました。

ほっとカフェ・
ちどりの里

新型コロナウイルス感染拡大
の中でしたが、高齢者の方や
子どもたちが、クリスマスリー
スや鶴などの折り紙や干支の
スタンプを押して年賀状作り
を楽しみながら、抹茶やコー
ヒーを飲み、楽しくおしゃべ
りができました。
楽しいひと時を過ごせました。
ありがとうございました。

上ノ原高齢者見守活動
推進委員会

上ノ原地区の高齢者２１８名が
見守り会員です。
会員の健康促進のために湖西
市が取り組んでいる健康マイ
レージを取り入れ、「健康自慢大
会」を行い、健康長寿者に健康
の秘訣を発表していただきまし
た。参加者の方は、健康意識が
高揚し健康管理の情報交換がで
き、大いに盛り上がりました。

レク楽の会

新春あそびフェアを行いまし
た。けん玉やコマ回し、お手
玉に皿回し、巨大サイコロ投
げ、的入れ遊びと正月らしい
懐かしの遊びを行い、地域・親
子で世代間交流ができました。
地域のボランティアの方を中
心に活動していただき、大い
に盛り上がりました。
ありがとうございました。

白須賀地区
ふれあい・いきいきサロン

今年も助成金を活用し、お正月のお花
を生けることができました。事業を開
催することで、お花を持ち帰ると家族
間での会話づくりや、活動中の周りの
方との交流につながりました。
新型コロナウイルス感染拡大に負け
ないように今後もふれあい・いきい
きサロンを開催していきたいと思い
ます。
ありがとうございました。

赤い羽根共同募金運動 （一般募金・歳末たすけあい募金）への
ご協力ありがとう ございます

令和４年度
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　鷲津地区社協のふれあい・いきいきサロンは、鷲津コミュニティ防災センターで、毎月 20日
に開催され、20人以上の参加があります。今年度は、フラワーアレンジメント作りや、交通安
全協会指導員による高齢者の事故防止のお話、湖西高校三味線部の演奏披露など、年間を通して
多様なメニューで計画されています。
　参加者から「毎回来るのを楽しみにしていて、誰かと話をしたいから。家でテレビの留守番を
していてもつまらないからね。」と声があり、歩いて来ることができない方は、タクシーの利用（地
区社協で半額補助）や家族の送迎などで参加されています。

　岡崎地区社協では、毎年１月に７０歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、民生委員・自治
会役員と連携して昼食のお弁当をお届けする「ふれあい訪問」を実施しています。
　地区社協の会長さんから、「今年度は２８７人の対象者にお弁当をお届けし、高齢者のあ
りがとうと喜ぶ顔を拝見すると、今後も継続していきたい。この事業をきっかけにお互いの
絆が保たれ、気軽に連絡し合える関係になることを理想としています。」とお話をいただき
ました。

「地区社協活動の紹介」「地区社協活動の紹介」～コロナ禍における取組み～～コロナ禍における取組み～
鷲津地区社会福祉協議会

岡崎地区社会福祉協議会
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▲QRコードを読み込み活動先の地図を確認するボランティア ▲マッチングの様子

災害に備えて災害に備えて
災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会を開催

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

令和４年９月台風１５号災害対応について

　１月 29日（日）西部地域センターにて、災害ボランティアコーディネーターの認定を受けている方を対
象にフォローアップ研修会を開催しました。
　６名の方が参加し、災害ボランティアセンターの運営について講話や訓練を通して、運営の手順や大切な
心構えなどを改めて確認しました。

　磐田市社会福祉協議会の大杉昌弘様を講師にお招
きし、災害ボランティアセンターの運営方法や実態
ついてお話をしていただきました。
　県内各地に被害をもたらした台風 15号では、磐
田市でも浸水や土砂崩れなどの被害が発生し、災害
ボランティアセンターが設置され、多くのボラン
ティアが復興に向けて活動を行いました。
　現場の話をお聞きし、復興支援は土砂の撤去だけ
で終わるのではなく、被災者の生活や想いに寄り添
う活動を行うことの大切さを学びました。

　今回は大地震が起きた想定で災害ボランティアセンターの立ち上げを実施し、ボランティアの受付、被災
者ニーズとボランティアをつなぐマッチング、活動先への送り出し、活動報告など一連の流れの手順を実際
に体験しました。
　「スタッフがどの役割もできるように流れを理解しておくことが大事」「ICT※を活用するには普段から慣
れておかなければ」という声があがりました。今後も定期的に訓練や研修を実施し災害に備えていきます。

※ ICTとは、「情報通信技術」と訳され、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。
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外出等でお困りの方・
福祉の学びを

検討されている皆様へ

車いす

白杖 高齢者疑似体験 点字版

「福祉用具貸出」・「さわやかサービス」お問い合わせ先　地域福祉係 ☎ 594-5511

急なケガでもすぐに借りられて
助かるよ

困ったときはお互いさま困ったときはお互いさま

さわやかサービスをご利用くださいさわやかサービスをご利用ください
住民参加型有償活動住民参加型有償活動

福祉用具の貸出福祉用具の貸出

対象者：普通運転免許を有する 75歳未満の方
●活動をする場合は、事前に運転者講習を受講（費用は本会が負担）していただきます。
　なお、第２種運転免許を取得されている方は、運転者講習が免除されます。
●活動費として市内１時間 700円、市外１時間 900円をお支払いします。

協
力
会
員

募
集
！

利用日時

サ
ー
ビ
ス
内
容

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

（利用できる方）
在宅生活をしていて外出の際に車いすを利用している要介護認定（介護度１～５）を受けている方、
または身体障害者手帳を所持している方

①移送サービス
　協力会員が福祉車両を運転し、ご自宅から通院や買い物等の希望場所まで送迎します。
②車両貸出サービス
　ご家族などで運転手が確保できる方は、車いすのまま乗車できる福祉車両の貸出を行います。

　高齢の方や障がい等により外出や移動が困難な方の生活向上のために、会員同士（利用会員・協力会員・
賛助会員）で支え合う地域住民による助けあい活動です。

利用会員 … サービスを利用できる方（湖西市在住）　※年会費として 1,000 円
協力会員 … サービスを提供する方　※年会費として 1,000 円
賛助会員 … 事業に賛同し、資金の援助をしていただける方　※一口 1,000 円から

外出や学習等さまざまな用途に合わせて、車いす・高齢者疑似体験
セットなど必要な福祉用具の貸出しを行っています。

例えばこのような時にご利用ください
●急なケガなどで移動や通院に一時的に車いすを利用したい
●旅行などの外出時に車いすを一時的に利用したい
●福祉の研修や学習の為に福祉用具を利用したい

◆ご利用いただける方
●湖西市在住で一時的にご利用される方
●福祉教育や研修等で利用したい市内の学校や団体

◆貸出期間　１か月以内 ◆使用料　無料

◆貸出方法
社会福祉協議会にお越しいただき貸出申請書を記入していただきます。

◆貸出用具
車いす、高齢者疑似体験セット、
白杖、アイマスク、点字版

◆貸出場所　
老人福祉センター
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日本紙工業㈱湖西工場 遠州信用金庫 ㈱新光製作所 浜名湖競艇企業団

鷲津中学校 浜松いわた信用金庫第一生命湖西営業オフィス

（順不同・敬称略）

湖西老人クラブ連合会 ㈱ダイナム静岡新居店

皆さまからのあたたかい善意の紹介（令和４年12月１日～令和５年１月 31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）

彦坂　英夫� 115,374円
藤井　正美� 942円
新居町　川合� 5,478円
浜松いわた信用金庫店別対抗
チャリティゴルフ大会� 60,000円
さわやかこさい� 2,120円
遠州信用金庫� 100,000円
匿名� 121円
匿名� 1,555円
匿名� 227円

森田　末代
水谷　いずみ
日本紙工業㈱湖西工場
匿名４名

第一生命湖西営業オフィス
サンシティあらい
郷美の浜
日本紙工業㈱湖西工場
東海興産㈱
湖西国際交流協会
白須賀郵便局
新所原郵便局

牧野　正明
田中　宣行
戸ケ里　美咲・将志
Remaking ㈱
伊藤　瑞花
㈱ワシヅオートセンター
森田　末代
からだ回復センター湖西
（公社）湖西市シルバー人材センター
柏谷　久美子
水谷　いずみ
伊藤　君代
片山　天稀
カネス鈴木酒店
近藤　ふみ子
㈱マストレメディカル
匿名９名

第一生命湖西営業オフィス
NPO法人ハピネス湖西
湖西国際交流協会
袴田　まさ子
白須賀郵便局
入出郵便局
新所原郵便局
牧野　正明
田中　宣行

戸ケ里　美咲・将志
森田　末代
からだ回復センター湖西
図書館ボランティアどんぐり
鷲津中学校
日下部　伸雄
新居町西町ヘアー＆スパ�キリン
訪問看護ステーションはまな
㈲杉本精器製作所
佐々木　愛望・愛渚・愛羽
柏谷　久美子
縣　悦子
齊藤　晶廣
水谷　いずみ
龍谷寺万両の会
伊藤　君代
牧野　としよ
片山　天稀
カネス鈴木酒店
近藤　ふみ子
山川　岩男
浜名環保㈱親睦会
匿名 23名

第一生命湖西営業オフィス
日本紙工業㈱湖西工場
湖西国際交流協会

新居図書館
牧野　正明
田中　宣行
戸ケ里　美咲・将志
伊藤　瑞花
からだ回復センター湖西
村田　和枝
柏谷　久美子
水谷　いずみ
太田　孝宥
伊藤　君代
近藤　ふみ子
匿名 15名

第一生命労働組合� 車椅子
㈱友工務店� 食品
㈱新光製作所� 食品一式
浜名湖競艇企業団� 災害備蓄品
森　英之� 介護用品
水谷　いずみ
� ポストカード・植物の種
匿名２名� 食品（お米）
匿名� 麻雀セット
匿名２名� 介護用品
匿名� 介護用品・飲料

赤い羽根共同募金への
ご寄附ありがとうございます

寄附金

切手・はがき・収入印紙・クオカード

使用済切手
プルタブ

ベルマーク

その他

7こさい社協だより



ホルト通りホルト通り

新
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名
線

新
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浜
名
線

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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令和５年
３月１日発行

№ 248

3/14火・4/11火・5/16火・6/13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

3/25土・4/22土・5/27土・6/24土
９：00～ 12：00（１人約 20分）
3/7 火・5/9 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

3/18土・4/15土・5/20土・6/10土
９：00～12：00（１人約20分）
健康福祉センター
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

全国社会福祉協議会の保険の紹介
ボランティア保険
加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン
保険料 350円 /年 500円 /年

ボランティア行事用保険

Ｃプラン（宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事）
Ａ１区分の行事

1日 28円 /人（最低保険料 560円）

Ｂプラン（宿泊を伴う行事）
1泊2日（2日間） 241円/人 4泊5日（5日間） 354円
2泊3日（3日間） 295円/人 5泊6日（6日間） 359円
3泊4日（4日間） 300円/人 6泊7日（7日間） 364円

Ａプラン（宿泊を伴わない行事）
Ａ１行事 Ａ２行事 Ａ３行事

1日 28円 /人
（最低保険料 560円）

1日 126円 /人
（最低保険料 2,520 円）

1日 248円 /人
（最低保険料4,960円）

令和５年度より年４回発行（6/1、9/1、12/1、3/1）となります。
次回は６月１日発行です。お楽しみに♪

ボランティア活動保険へボランティア活動保険へ
加入しましょう加入しましょう

ボランティアする際には…

地域福祉係お問い合わせ・手続き

TEL:594-5511 / FAX:543-5567
月～金曜日（祝日を除く）　8:30~17:00

※場所が「老人福祉センター」から
　「健康福祉センター」へ変更となります。
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◆◆◆ ふれあいあふれる　はつらつとしたまち


