
    
 
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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〒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

皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この４月１日付で、加藤幸雄前事務局長からバトンを受け、三浦市

社会福祉協議会の事務局長に就任いたしました、出口道夫と申しま

す。社協に入職したのが約２０年前。地域福祉活動の世界に飛び込

んだ当時、まさか自身が事務局長に着任することになろうとは思っ

てもみませんでした。その頃は、とにかく担当していた住宅改造相

談を通じてご縁を得た要介護者が、家具の配置ひとつで（大規模な

住宅改修をしなくても）、家屋内を自力で移動できるようになる姿

を目の当たりにして驚いたものです。以来、高齢者介護一筋、社協マンとしてのキャリアを積み重

ねてきました。そこで得た経験は私の財産であり、今もこうして、わくわくしながら仕事を続ける

原動力ともなっています。そのような私が、歴史ある三浦市社会福祉協議会の日常業務を統括する

役職を拝命したことを大変光栄に感じるとともに、その責任の重さに身の引き締まる思いがしてい

ます。

近年、地域福祉活動を取り巻く社会状況は大きく変化しています。この変化の中で、常に挑戦し

ていくとともに、社協が長年大事にしてきた｢ニーズを見逃さない｣という基本的なコンセプトを継

続・発展させることが、私に課せられた使命だと感じています。具体的には、地域福祉活動計画の

改定に始まり、障がい福祉サービスにおけるケアマネジメント・システムの確立、要支援者の権利

擁護といった、何らかの支援を要するものが安心してこの三浦市で生活できるようにするための基

盤整備と既存の各種事業群を着実に推進・発展させることを通して、市民社会の創造に貢献できる

組織づくりを多くの市民の皆さんとともに進めていく所存です。

長くご支援を頂いている会員の皆様やボランティアの皆様に比べれば、まだまだ若輩者です。た

だ、幸いなことに、社協の事業は会員やボランティアをはじめ、社協の多くのスタッフに支えられ

ています。また、若手職員もどんどん育ってきており、それぞれが意欲的に活動を進めるだけの土

壌もあります。この土壌を大事にしながら、｢やっぱり三浦市社会福祉協議会だね！」と皆様から

言っていただけるよう、諸先輩方々が培われた信頼関係や"志"を大切に全力で臨んでいけたらと思っ

ております。

今後ともお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

２月の改選により、役員・評議員の

一部の方が下記のとおり変更になり

ました。

【理事】

市区長会選出

野村 道子 ⇒ 出口 克美

【評議員】

市区長会選出

田島 隆禔 ⇒ 宮川 初江

出口 克美 ⇒ 志村 良三

社会福祉施設選出

脇坂 真 ⇒ 脇坂 尚江

社会福祉を目的とする団体選出

岩崎 諭史 ⇒ 石﨑 洋美

社会福祉に協力する団体選出

永塚 猛 ⇒ 弓削 貞美

山本 俊二 ⇒ 小野寺 安次

石川 巧 ⇒ 市村 真

【監事】

金融及び税務に精通する学識

経験者選出

石渡 恒雄 ⇒ 井上 忍

出
口

道
夫

17,303,000円
6,600,000円
216,000円

3,339,000円

56,516,000円
80,000円
793,000円

3,047,000円
1,475,000円
547,000円

1,569,000円
650,000円

4,357,000円
5,000,000円
33,502,000円
68,952,000円
37,048,000円
40,708,000円
26,951,000円

一般会計 281,195,000円

特別会計 27,458,000円

総合計 308,653,000円

１．組織体制の強化

２．関係機関・団体との協働による相談ﾈｯﾄﾜｰｸ事業の強化

３．就労支援事業の充実

４．被災地への協力



 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 

 

 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 
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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

２月２１日(火)に、三浦市総合福祉センター

にて、消防訓練を行いました。センター利用者

と職員の避難手順や、市消防本部による救助活

動等を実践的に確認できました。今回は火災を

想定した訓練でしたが、今後は地震など天災時

の訓練も考えていきたいと思います。

近隣のみなさま、お騒がせいたしました。

２月２９日(水)に、利用者の社会参加活動を目的とした課外活動を行うため、

東京ディズニーランドに行ってきました。当日は、昨年に続き、２年連続「大雪」

という悪天候に見舞われましたが、利用者、職員共にとても思い出深い１日とな

りました。

３月３１日(土)には、米が浜通りにある豚肉料理専門

店「やぶれかぶれ」の作田憲幸社長のご厚意で、本格的

な調理実習をさせていただきました。この日は、高級な

黒豚を丸ごと一匹解体していただき、各部位の用途や価

格、包丁さばき、そして盛付の基本について学びました。

今後もどんまいでは、お弁当調理作業の就労訓練だけではなく、定期的に課外

活動にも取り組んでいきます。ご利用の相談及び施設見学は、下記担当までお電

話下さい。

三浦市総合福祉センターB1階 ８８８－７６５５ 施設長 山中

※ 職種 介護ヘルパー（無資格可）

※ 応募 電話にて受付・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

NPO法人かな

がわ障がいケア

マネジメント従事者ネットワーク(KCN)

理事長 富岡貴生氏をお招きして勉強

会を行いました。(全3回)ケアマネジ

メントや、実例検討の仕方などを基本

から学びました。

(４月１８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。

社会福祉協議会の為に

▼匿名

２月２６日(日)に、シンポジウム

を開催しました。基調講演として四

国中央市発達支援センター長の大西

潤喜氏より個別支援計画に則った支

援として四国中央市での実践例をお

話し頂きました。シンポジストとして、市福祉

課 湊氏、市教育委員会 中山氏、HUGくみ保護

者 町山氏、鈴木氏をお迎えし、参加者と活発

な意見が交わされました。

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】２月２２日(水)に、三

浦市民生活向上会議を開

催しました。地域住民各

層の幅広い参画の下、地

域福祉の推進の為に話し

合い、活動していきたい

と思います。今後は部会

(活動評価促進部会・福

祉のまちづくり検討部会・

ボランティア活動推進部

会）ごとに集まり話し合

いを進めて参ります。

ホームページで、今号の消防訓練やどんま

い調理実習、HUGくみ遠足の動画もみられま

す。ブログも最新情報を随時発信

中。社協の活動をご覧ください。

http://shakyo-miura.com

３月２８日(水)に、エプソン

品川アクアスタジアムに行って

きました。参加人数２２名、スタッフ

も合わせると総勢４４名の大所帯。初

めてのバス旅行、初めての県を超えての遠出、子供達も

スタッフもお留守番をしているお母さま達にとってもド

キドキワクワクの１日でした。子供達はイルカのジャン

プに笑顔満開！かわいいペンギン達や大きな鮫を見たり、

とても楽しい一日でした。

【一般相談】５／２６

６／２２

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


