
    
 
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  
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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

去る7月2日に三浦市財政援助団体予備監査、7月25日に本監査が行われました。

本会は民間組織でありますが、公共性・公正性など公的な性格を併せ持った組織であるため、

三浦市からの補助金・委託料をいただいております。具体的には、補助金として事務局職員人件

費、事務費、ボランティアセンター運営費、日常生活自立支援事業費、委託料としては、地域福

祉センター運営費、高齢者ふれあいセンター運営費、移送サービス事業費、地域包括支援センター

運営費、住宅改修支援事業運営費を予算化していただいております。

毎年、補助金・委託料についての精算として、三浦市にご報告しているわけですが、10年に1

回程度のペースで、監査委員を交えての監査が行われるということであります。当日は、監査委

員2名、保健福祉部長・課長・高齢介護課長・監査事務局職員3名で監査が行われ、終了しました

ことをご報告させていただきます。

※財政援助団体監査とは、財政援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って適正で有効かつ

効率的に執行されているか、当該団体に対する指導監査は適切に行われているかを主眼として実

施する監査のことをいう。

B-1グランプリで一躍有名になった三崎ま

ぐろラーメン。一度ボランティアで参加し

てみませんか？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。

☎８８８－７３４７

地域福祉課まで

7月26日（木）、27日（金）の2日間で「なつ

のおとまり会」を実施しました。宿泊参加者は

小1から高2までの計16名。

1日目は油壷マリンパークで遊んだあと、総合

福祉センターにてＢＢＱ、花火大会。そのまま

総合福祉センターのお風呂に入っておとまり。

親元を離れての宿泊は初めての子もおり、眠れ

るかな？帰りたくて泣いちゃう子もいるかな？

と色々心配していましたが、スタッフの心配を

よそにぐずる子は一人もおらず、みんな揃って

翌朝をむかえることができました。

2日目はシーボニアさんのご厚意でプールを解

放していただきプール遊び。盛りだくさんの2日

間、はちきれんばかりの笑顔もたくさんこぼれ

て、それぞれが楽しい夏の思い出を作ってくれ

たことと思います。この2日間で一皮むけて？た

くましくなった子もいたり、普段は見たことの

ない子供たちの一面を見れたり、スタッフにとっ

てもとても充実した2日

間になりました。

8月7日（火）に恒例の催事となった「海の講座」を開催し

ました。社協内からは「ＨＵＧくみ」と「どんまい」、関係

団体からは「青年育成塾明日」と「手をつなぐ育成会」から

参加がありました。お天気にも恵まれ、モーターボートに乗

船したりバーベキューをしたりと楽しみました。職員一同参加

者の体調に気を付けながら無事に過ごすことができました。

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

調査を行いました。アンケートにご回答いた

だいた方、ご協力ありがとうございました。

結果はホームページに掲載し、計画の策定に

役立たせて頂きます。

ボランティアセンターの情報を更新しました。

どんまいの日替わり弁当の動画も毎日更新中です。

社協の活動をご覧ください。 http://shakyo-miura.com

認知症高齢者通所介護事業所「ぶらい庵」では、地域に根ざ

した介護、「住み慣れた我が家」を理念に日々を過ごしていま

す。1日当たりの利用定員が１２名と小規模構成されており、

職員配置数は従来のデイサービスに比べると多く定められてい

ます。これにより、個別対応やきめ細やかなサービスをご提供

できるのも特徴です。お問い合わせは下記までお電話ください。



 

 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

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 

  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 

  
 

 

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  

７月１日（日）に、障害者虐

待防止法についての勉強会を行

いました。講師は、前回の障害

者虐待防止法の勉強会に引き続

き田中晃氏（「ゆいまーる」管

理者）にお願い致しました。事例をグループで検討し、本

人の気持ちになって考える「ナラティブアプローチ」を実

践的に学びました。また、各々の機関が頑張って支援をし

ていても、支援機関同士の情報の共有の仕方によってはク

ライアントの権利を損なう支援になってしまう！というこ

とも勉強しました。

第１４８号 社協みうら 平成２４年９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】９／２８

１０／２６

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

第２回目となる調理実習

を6月17日（日）に行いま

した。前回に引き続き、横

須賀米ヶ浜通りにある「や

ぶれかぶれ」の作田社長に

お越しいただき、今回は

「魚のさばき方」について教えていただきました。今後も

調理方法など、弁当メニューの参考になるよ

う学ばせていただけたらと考えております。

また、昨年度より農作業に取り組んでおり、

今年の夏野菜はメニューに取り入れるだけでは追いつかな

いほど収穫でき、地域福祉センター・ふれあいセンターに

て３回ほど販売させていただきました。全日とも完売とな

り、「どんまいでとれたトマト美味しかった」など、お客

様からのうれしいお言葉を聞くことができ、利用者の方の

農作業に対する意欲にもつながっています。今後も、様々

な活動をとおし、利用者の方とともに作業に取り組み、お

客様に喜ばれる感動を体感できるよう行っていきます。

ご利用のご相談および見学を常時承っております。お気

軽に下記までお電話ください。

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

地域福祉センター内で実施している通所介護事業

及び地域活動支援事業の利用者が、職員たちと一緒

に毎年恒例の『七夕』の飾り付けを行いました。皆

さん、短冊に一生懸命願いをこめていました。

「男の料理教室」を1年ぶりとなる７月３１日

（火）に開催しました。今回の料理も多彩で

「炊き込みご飯」に始まり、「トウモロコシの

味噌汁」「鶏むね肉のフライ」「かぼちゃのサ

ラダ」「バナナドーナツ」等を手軽に簡単な作

り方で参加者の男性に体験していただきました。

参加者は料理経験のある方、まったくない方様々

で全員楽しんで作っておいしく食べ

ていかれました。利用者からは是非

近いうちにまた、料理教室を開催し

てもらいたいと言っておられました。

開催日 平成２４年１１月６日（火）～１１月９日（金）

時間 １０：００～２０：００

（１１月９日（金）は、１８：００まで）

場所 ショッパーズプラザ横須賀２階センターモール

（京急汐入駅またはＪＲ横須賀駅下車 徒歩５分）

内容 施設・作業所等で制作した作品等の販売・展示

問合せ 清光園内

第３７回横須賀三浦地区障がい児者作品展事務局

秋津まで

電話 ０４６－８５７－１３６７

ＦＡＸ ０４６－８５７－１６７０

Ｅmail h.seiko-en_ak2@tulip.ocn.ne.jp

お弁当の注文を承っております。価格はご予算に応

じて、１食・５００円からです。（２食以上で配達

可能）ご注文お待ちしております。

お弁当のご注文は下記までお電話ください。

「どんまい」でポイント・カードを発行すること

になりました。 ６０日以内にポイントを２０点た

めると、５００円相当の食券（「どんまい」のみ

で利用可）をプレゼントします。

（デイサービスの利用者は除く）

小規模多機能型居宅介護事業所「はつらつ」では、8月7

日（火）に三浦海岸花火大会観賞会、及び、介護者様との

交流会が行われました。また、お夕食はヘルパーが心を込

めて作った手料理を振る舞い、こちらもご好評を頂いてお

ります。夜空を彩る大輪の花火に皆さんの顔にも笑顔が出

て、夏の一夜のイベントも成

功に終わり、皆さんの心に新

たな思い出として刻まれた事

と思います。

お問い合わせは ☎８８８－９５５５

はつらつまで

社会福祉法人唐池学園貴志園

の園長であり、ＫＣＮの理事長

でもある冨岡貴生氏をお招きし

て、発達障害に関する勉強会を

開催しました。この日は、武山

養護学校の先生も特別に参加さ

れました。

（８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

▼新倉 松江 様

▼中澤 一江 様


