
    
 
国内旅行から海外まですべてお任せください。大

型リフト付福祉バス 2 台所有。是非お見積りを！ 

〒232‐0064 

横浜市南区別所 1‐2‐13‐203  
? ０４５－７３０－３３８１高橋  

第１４７号 社協みうら 平成２４年７月１日（１）

〒232-0064

横浜市南区別所1-2-13-203

０４５－７３０－３３８１ 高橋

社会福祉法人

三浦市社会福祉協議会

事務局

〒２３８－０１０２

神奈川県三浦市南下浦町菊名

１２５８－３

℡ ８８８－７３４７

小規模多機能型デイはつらつ

℡ ８８８－９５５５

就労継続支援Ｂ型事業所どんまい

℡ ８８８－７６５５

児童発達支援事業所ＨＵＧくみ

℡ ８７６－９９４１

管理施設

三浦市地域福祉センター

℡ ８８１－７７７０

三浦市高齢者ふれあいセンター

℡ ８８１－０７４０

収入決算額 ３８３，５５４，０７６円

支出決算額 ３６５，９４５，５９３円

本会では、地域の民生委員にご協力をいただき、高齢者紙オ

ムツ支給事業の対象者を調査しています。

支給対象者は、①寝たきり高齢者②在宅で６５歳以上(平成２５

年３月３１日までに６５歳となる方）③１日中ベッドで過ごし、

排泄、食事、着替えなどにおいても介護を要する方④座位が保

てない方(座位が保持可能な方は支給対象外。）⑤対象者調査期

間中に在宅日があれば支給対象とする。⑥ショートステイ(短期

入所)・緊急入院は支給対象とする。(施設入所している方につ

いては支給対象外とする。）

調査期間：７月２０日(金)まで

問合せ・詳細につきましては下記までご連絡ください。

電話 ８８８－７３４７ 地域福祉課

毎年恒例となりました「ふれあいセンター大正

琴のつどい」が５月３０日（水）に開催されまし

た。今年の午前の部は「わたしたちの町の防災」

を目的に三浦市役所危機管理課より防災について

の講演を行った。利用者の方が日頃思っている疑

問等に対応して頂きました。昼食後は、大正琴の

グループが日頃の練習の成果を発表し参加者から

は大きな拍手が起きていました。年々難しい曲に

もチャレンジしてプロ顔負けの演奏をご披露いた

だき、1日を終えることができました。 ２０１２年１０月２０日(土）、２１日(日)

第７回北九州大会・北九州市小倉中心部で開催！

今年も三崎まぐろラーメンで出店します。

地域活性化のために三浦市に貢献したい人、

募集しています。

お問い合わせは ☎８８８－７３４７

地域福祉課まで

小規模多機能型居宅介護事業所「はつらつ」も、お

かげさまでオープン７年目を迎えました。市からの指

定更新も頂き、現在１８名の方がご利用されています。

住み慣れた「地域」「我が家」での生活継続のため、

ご利用の安全・安心をモットーにサービス提供を心掛

けています。施設内サービスにこだわらず、外出を通

して自然とのふれあいも大切にしています。４月は観

音崎公園の桜、５月は太田和緑地・湘南国際村のツツ

ジ、６月は通称”三浦の隠れしょうぶ園”への外出や

アニマルセラピーなど企画しました。また、展望風呂

の浴室も大好評です。体験・ご利用大歓迎です。ゆっ

くり入浴されて、茶話会に参加してみませんか？

お待ちしています。

お問い合わせは

☎８８８－９５５５

はつらつまで

地域福祉の推進を図る、三浦市

民生活向上会議のボランティア活動

推進部会におきまして、ボランティ

ア（市民活動）に関する意識調査を

行う予定です。今後、調査用紙がお

手元に届いた際は、ご協力をお願い

致します。

ホームページをリニューアルし

ました。ブログも随時更新中。

社協の活動をご覧ください。

http://shakyo-miura.com

三浦市社会福祉協議会では、6月より区長様や地域の皆様にご協力

を頂き、一般会員（１口1,000円）の募集を行っております。皆様、

ぜひ社会福祉協議会をご理解いただきご協力をお願いいたします。

併せて、賛助会員（1口3,000円）も募集しています。

詳しくは総務課まで。８８８－７３４７

知的障害者の日常生活域の拡大支援を目的としたガイドヘルパー

（外出介護従事者）の養成研修会を実施いたします。

講座の日程（講座２日間、実習１日）

（講座）８月５日（日）、８月１２日（日）

（実習）８月１３日（月）～９月２８日（金）

までの間で１日を指定

定員３０名・受講料 １７，６００円

申込期間 平成２４年７月１１日（月）～７月２９日（金）まで

［問合］☎８８８－７３４７ 地域福祉課

※法人運営事業等には、事務局運営、セ

ンター管理、ボランティア関係事業、地

域福祉推進事業、広報、日常生活自立支

援事業、法人後見事業、助成事業、資金

貸付事業等が含まれる。

※三浦市受託事業は、地域福祉センター

管理、高齢者ふれあいセンター、移送サー

ビス、地域包括支援センターが含まれる。

※高齢者系事業には、小規模多機能型居

宅介護事業、通所介護事業が含まれる。

※障害者系事業には、就労継続支援Ｂ型

事業、児童デイサービス事業、身体障害

者等デイサービス事業が含まれる。

役員・監事が下記のとおり

変更になりました。

【理事】

市区長会選出

出口 克美 ⇒ 磯部 東

【監事】

学識経験者選出

川名 誠二 ⇒ 平野 俊一

【評議員】

市区長会選出

磯部 東 ⇒ 鈴木 寧夫

自然と接する機会の少ない

市内の障害児・者の社会参加

を支援するため、バーベキュー

やモーターボートの乗船等を

行うという、県内社協の中で

も、とても珍しい企画です。

お問い合わせは下記までお願

いします。

☎８８８－７３４７

地域福祉課



 仏壇・仏具・お数珠・線香 

 

 
 

お使い物用から、ご自宅用まで
１００種類のお線香からお好みの
香りを見つけてください。 
 
 
〒238‐0235 

TEL／FAX ８８１－４７１４ 
木曜日定休／営業時間午前 9 時～
午後 7 時 

 

 ６月１５日現在敬称略・順不同

　寄付金品は、三浦市ボラ
ンティアセンターで受け付

けています。 888-7347
社会福祉事業のために

▽三浦ライオンズクラブ（代表・
石渡敏昭）▽社交ダンスユウユ
ウ会（代表・亀村ゆう子）▽友輪
杯（代表・湊素文）▽三浦盆栽

会（代表・宇野登）▽安部ヨネ子
▽大塚美和

  
 

 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 046－ 882-3899  

みさきマグロはもちろんのこと、当店手づくり

特選みそかす漬・みりん干・高級珍味をご用意し

ております。全国宅配も承っておりますので是非

お立ち寄りを！ 

〒 238‐0243 三浦 市三崎 2 丁 目 3－ 3 

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム 

Ｓアミ―ユ三浦 

入居一時金無料 

１６万８,２５０円（税込） 

家賃、食事（30日の場合）、管理費込み。介護サービスの1割負担金、居室電気代、居室上下水道代、

おむつ代などは別途必要となります。 

 

徹底した個別ケア。 

キッチン・浴室等を完備した完全個室。 

ご見学随時承っております。 

■お問い合わせ先：℡046‐880‐0711 

         担当・高羽 

 

５月２６日（土）

にＨＵＧくみで運

動会を行いました。

鈴割り・玉入れな

どみんなで力を合

わせて行う競技、

障害物競争・パン食い競争などの個人戦、みんなど

の競技も頑張りました。一つの競技が終わるごとに

スタッフからシールを受け取り、自分のメダルに貼

り付けオリジナルのメダルを完成させていく仕組み。

全競技終了後はみんな 高の金メダルが出来上がり

ました！みんな、頑張ったね！！

６月２日(土)ジブラルタ生命保険株式会社のご厚意

により、「HUGくみ」と「どんまい」のメンバーで「よこはま

動物園ドリームナイト」に行ってきました。招待を受けたのは、

原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

保持者とその家族。その一般の皆さんとは別に、ジブラルタ生

命の特別枠として唯一、団体で参加をさせていただきました。

楽しい時間をありがとうございました。

第１４７号 社協みうら 平成２４年７月１日（２）

歯のお医者さんと
歯のヘルパーさん

がお宅に伺います。
○訪問歯科診療を通して、高齢者の口腔衛生の向上を支援します。

○歯科治療でお困りの高齢者と家族をサポートします。

身体介護が必要な高齢者や障害者のために往診します。

往診のご用命はお電話で！！！

〒238-0024 横須賀市大矢部2-5-20 あづまビル（Ⅱ）1階

社協の顧問弁護士が、相談に応じます

【横浜弁護士会所属 狩倉博之弁護士】

【一般相談】７／２７

８／２４

金曜日１０時～ １２時

予約制で、各３０分の相

談時間です。

お早めにご予約ください。

問合せ ８８８－７３４７

６月１０日（日）に、三浦ライオンズクラブ主催の「たのし

い農業体験の集い～新じゃがゴロゴロ収穫祭～」に「HUGくみ」

も参加させて頂きました！100名を超える参加者と一緒に、は

りきって掘りました。お弁当とじゃがバターをごちそうになり、

お土産にきゃべつまで頂きました。三浦ライオンズクラブさん、

楽しい体験をさせて頂き、ありがとうございました！

この事業は、障害者自立支援法

に基づいた就労支援サービスを提

供しています。どんまいでは、生

産活動として「宅配弁当」事業を

行っており、働く喜び、お客様に

喜ばれる感動を体感できる事業展

開をモットーとしております。ま

た、個別支援計画を立て個々の相

談や支援を行っています。その他、

食材で使用する野菜を育てる農作

業や、新たにトイレ清掃委託業務

も加わり、様々なことにチャレン

ジしています。年間行事として課

外活動も行っており、食事会や日

帰り旅行など企画しています。

ご利用のご相談および見学は、お気軽にお電話ください。

☎８８８－７６５５ 施設長 山中

５月２９日にケアマネジメント

リーダー活動支援の為、標記研修

会を開催致しました。講師は神奈

川県立保健福祉大学名誉教授であ

り、聖隷クリストファー大学社会

福祉学部大学院特任教授の太田貞

司先生。当日は、保健・医療・福

祉・行政、様々

な分野から大

勢の方にご参

加頂き、関心

の高さを感じ

ました。

場所：地域福祉センター １Ｆ会議室

時間：１３時～１５時

お問い合わせ：８８２－１０６６

地域包括支援センター

月 日 内 容

４月１４日 情報交換・お茶会

５月１７日 口腔ケア

６月１４日 栄養相談

７月１２日 体操

８月９日 体操

９月２０日 口腔ケア

１０月１８日 栄養相談

１１月１５日 栄養相談

１２月１３日 体操

１月１７日 口腔ケア

２月２１日 未定

３月２１日 未定

※ 職種 介護ヘルパー（無資格可）

※ 応募 電話にて受付後

履歴書提出

書類選考後・面接

※ 問合せ ８８８－７３４７

三浦市総合福祉センター事務局

（６月２０日現在）

寄付金品は、三浦市ボランティ

アセンターで受付けています。

社会福祉協議会のために

▼天理教横須賀支部

代表 鈴木 寧夫 様

▼三浦藤沢信用金庫

三崎地区にお住まいの方を対象に、平

成２４年度から月１回ふれあいサロンを

開催しております。看護師による健康チェッ

クや介護相談、ミニ講座等実施し、お茶

を飲みながら気軽に

過ごしていただける

場所となっています。

ぜひ足を運んでみて

ください。

４月２７日（金）、神奈川県遊技場協

同組合会館で神奈川福祉事業協会(伊坂

会長)の社会貢献事業の一環として福祉車

両の贈呈が行われました。式典には川﨑

会長が出席し、出席団体を代表し感謝状

を受納しました。贈呈された車両は大切

に、そして有効に使わせて頂きたいと思

います。

少子高齢化によって、生まれ育った町がシャッター街

になっていく。「この街は、どうなっちゃうの？」とい

う単純な発想が「ぶらい庵」を開設した大きな動機です。

しかし、人口の減少傾向は、都市部の郊外住宅地でも生

じており“我が町”に限ったことではありません。いえ

いえ、三崎下町は、都市部よりも早く少子高齢化、人口

減少が生じた「先進地」でもあるのです。このように、

ややもするとネガティブに捉えられがちな状況を逆手に

とって“手づくり介護”で町おこし

をめざそうというのが「ぶらい庵」

です。この度、施設の1 階に特殊浴

槽を設け、重度のご利用者さまも受

け入れられるようになりました。

皆様のご利用を心よりお待ち申し上

げます。

年中無休 午前９時～午後４時

☎０４６－８８０－１５０７ 施設長 鈴木


