
   
 

 

 

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 

第１１１１４４４４９９９９号 社社社社協協協協みみみみううううらららら 平成２２２２４４４４年１１１１１１１１月１１１１日（１１１１）

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

開催日 平成２４年１１月１０日（土）

時間 １０：００～１４：００

場所 横須賀市立総合福祉会館５階～７階

（京急汐入駅またはＪＲ横須賀駅下車 徒歩５分）

内容 各種模擬店、作品販売、アトラクション、

ステージイベント

問合せ ふれあい広場実行委員会事務局（三浦しらとり園内）

担当 武田・杉田

電話 ０４６－８４８－５２５５

ＦＡＸ ０４６－８４８－５２５８

福祉分野等のボランティア活動を永年率先して行っ

ている団体としてその功績が認められ厚生労働大臣か

ら感謝状が贈られることになりました。

皆さんの今までの活動に敬意を表しますとともに、

今後のさらなる活動をご期待しております。

９月２８日に、三浦市仏教会のご奉仕により、三浦市火葬場にて第４９

回目となる無縁仏秋季彼岸法要を行いました。三浦市長をはじめ多くの方

にご参加いただき、終了したことをご報告いたします。

例年、無縁供養塔で行っておりましたが、台風の影響もあって、急遽室

内で行うこととなりました。

無縁供養塔には、現在１４０柱の御霊が不幸にして肉親や家族にも巡り

会えず、永い眠りについております。諸霊のご冥福を心からお祈りすると

ともに安らかに眠られることを祈念いたします。

９月２６日、本会川﨑会

長と、吉田三浦市長が高齢

者表敬訪問を行いました。

内閣総理大臣より賞状と銀

杯が、三浦市長より賞状額

と花束が、本会川﨑会長よ

りお菓子が贈られました。

三浦市最高齢者鈴木舞子さん（写真）は、明治３９年

１１月生まれの１０５歳、間もなく１０６歳を迎えます。

その他、１００歳になられた方７名を訪問しました。須

賀きみのさん、村﨑秀一さん、飯嶋正子さん、飯村幸恵

さん、出口マツさん、三堀キク子さん、竹内ヤヱさん、

いつまでもすこやかにお過ごしください。おめでとうご

ざいます。

日時 平成２４年１１月３０日（金）

１３：３０～１５：３０

会場 三浦市青少年会館 ホール

対象 障がい児者に関わりのある方

会費 無料（定員１４０名）

申込 三崎保健福祉事務所 保健福祉課

電話 ０４６－８８２－６８１１

ＦＡＸ ０４６－８８１－７１９９

共催 神奈川県三崎保健福祉事務所

三浦市社会福祉協議会

発達障害相談・支援センターKANAC

横須賀・三浦障害保健福祉圏域地域生活

ナビゲーションセンター

後援 三浦市、鎌倉三浦地域児童相談所

８月２６日に武山養護学校の教員が発起人となり、

これに社会福祉法人三浦市社会福祉協議会が協賛し

て開催された「わいわいキャベツっ子」。市民参加

による実行委員会方式で開催され、高校生など多く

のボランティアが参加しました。障害児の余暇支援

として、例年行っているイベントです。夏休みの思

い出づくりをお手伝いしました。

講師の東田直樹氏は、会話のできない重度の自閉症です。

絵本や詩集など１４冊の本を執筆し、各所で講演会も開

催しています。今回は、ＰＣや文字盤ポインティングに

より、援助なしでご自分の思いを皆様に伝えます。

第６１回神奈川県社会福祉大会が１０月１８日（木）に神奈川県立音

楽堂で行われました。三浦市からの受賞者は以下の皆様です。

＜神奈川県知事表彰＞（福祉関係）

松崎 由枝 様

大木 芳子 様

（共同募金関係）

佐久間 孝 様

＜神奈川県社会福祉協議会会長表彰＞

須藤 幸子 様

久保田 昌夫 様

三橋 尚美 様

田原 勝子 様

大井 恵子 様

石渡 久江 様

林 俊子 様

藤崎 武志 様

藤井 幸男 様

笹谷 月慧 様

宇田川 敏枝 様

（共同募金関係）

磯部 東 様

柴谷 肇 様

三浦市社会福祉協議会では、来年４月１

日付で採用する職員を募集しています。受

験資格は、社会福祉士資格（取得見込含む）

と普通乗用車免許を持つ、四大卒以上（見

込含む）の方です。

受験日は、平成２４年１２月９日（日）

受付期間は１０月１０日～

１１月３０日まで。

詳細はホームページにてご覧下さい。

三浦市立初声中学校３年

滝口 裕香さん

三浦市立南下浦中学校１年

惣田 萌さん



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 

第１１１１４４４４９９９９号 社社社社協協協協みみみみううううらららら 平成２２２２４４４４年１１月１１１１日（２２２２）

歯歯歯歯ののののおおおお医医医医者者者者ささささんんんんとととと

歯歯歯歯ののののヘヘヘヘルルルルパパパパーーーーささささんんんん

ががががおおおお宅宅宅宅にににに伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

○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！！！

〒〒〒〒222233338888----0000000022224444 横横横横須須須須賀賀賀賀市市市市大大大大矢矢矢矢部部部部2222----5555----22220000 ああああづづづづままままビビビビルルルル（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））1111階階階階

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】

【【【【一一一一般般般般相相相相談談談談】】】】１１１１１１１１／／／／３３３３００００

１１１１２２２２／／／／２２２２１１１１

金金金金曜曜曜曜日日日日 １１１１００００時時時時～～～～ １１１１２２２２時時時時

予予予予約約約約制制制制でででで、、、、各各各各３３３３００００分分分分のののの相相相相談談談談

時時時時間間間間でででですすすす。。。。

おおおお早早早早めめめめににににごごごご予予予予約約約約くくくくだだだだささささいいいい。。。。

問問問問合合合合せせせせ ８８８８８８８８８８８８－－－－７７７７３３３３４４４４７７７７

９月２６日、ＨＵＧくみ

では縁日を行いました。

焼きそば、フランクフル

ト、かき氷、お菓子バイキ

ングなど子供達の大好きな

メニューがずらり。お金の代わりにチケットを持っ

ていけば好きなものと交換できるルール。

実はこの焼きそば、スタッフが用意したもので

はなく、子供達自身が材料を切るところからすべ

て用意しました。包丁を使ってキャベツやウイン

ナーを切る係、もやしのヒゲをとる係、麺や調味

料を出す係、みんなで協力して調理しました。自

分たちで作った焼きそばの味は格別かな？焼きそ

ば嫌いな子もいましたが、この日はなんと苦手を

克服して焼きそばを食べることができました！盆

踊りやスーパーボールすくいなど縁日らしい楽し

い遊びも盛りだくさんの楽しい一日でした。

高齢者デイサービスでは、敬老週間に催し物を行いました。

９月１１日には、初声保育園の皆さんがお祝いに来てくれまし

た♪かわいい子供たちとの交流で楽しい時間が過ごせました。

初声保育園の皆さん、ありがとうございました。

日時 平成２４年１１月２５日（日） １０時～１５時

会場 三浦市地域福祉センター

住所 三浦市栄町２３番１３号

電話 ８８１－７７７０

当日は、利用者の作品展示、バザー・即売、

介護相談コーナー、施設見学、喫茶コーナー、

模擬店（焼きそば、フランクフルト、ゲーム

コーナー等）、演奏会のプログラムを予定し

ています。

お気軽にお越しください。

三浦市総合福祉センターでは、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」並びに「三浦市廃棄物の

減量化、資源化及び適正処理に関する条例」に規

定する事業者の責務に基づき、産業廃棄物処理業

者に処理を委託することとなりました。私的な廃

棄物の持ち帰りを徹底し、ゴミの減量に努めてま

いります。三浦市総合福祉センターをご利用され

る方には、ゴミの持ち帰りをお願いします。

９月２７日、小規模多機能型デイサービスはつ

らつでは『敬老会』を行いました。

昼食に前年と同様、特別仕様のお弁当を提供し

とても喜ばれております。昼食後は、ボランティ

アさんの愉快な踊りに皆さん大きな声で笑い、ま

た、ふれあいセンターの有志の皆さんによる民謡

と踊りには、飛び入り参加される利用者さん、手

拍子をしながら一緒に歌を唄っている方も多く見

られました。

次回イベントは、年末に

クリスマス会を行う予定で

す。皆さんにたくさんの笑

顔を届けられるよう、職員

一同、趣向を凝らした計画

を立ててまいります。

お問い合わせは

☎８８８－９５５５ はつらつまで

三浦市総合福祉センターにて、２日間に分けて防災訓練を

行いました。９月２１日は事務局と小規模多機能型居宅介護

事業所「はつらつ」で、９月２６日に就労継続支援B型事業所

「どんまい」と児童発達支援事業所「HUGくみ」が、２名の消

防隊員にもご参加いただき、消火器の扱い方や火災報知器の

操作方法についてご指導いただきました。

日時 平成２４年１２月２日（日）１３：３０～

会場 三浦市総合福祉センター３Ｆ多目的ホール

会費 無料（定員６０名）

主催 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

共催 育児サークルにっこにこ

問合せ 地域福祉課

電話 ０４６－８８８－７３４７

成年後見制度に関する相談会をみうら市民まつりで行い

ます。制度の概要や実際の利用方法を、後見人等、受任経

験のある弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士が相談

を担当いたします。相談を希望される方は直接会場にお越

しいただくか、事前に下記担当にご連絡ください。

日時 平成２４年１１月１８日（日）１０時～１５時

会場 初声市民センター１階フロア

（当日はマルシェが実施されている会場です。）

ＴＥＬ ０４６－８８８－７３４７ 地域福祉課

潮風アリーナ会場では、ともしび運動推進啓発事

業の展示パネルや三浦市成年後見受任関係団体連絡

会の展示パネル、昨年も好評だったネイルアートで

参加します。

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、トイレ

清掃委託業務など、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。

ホームページで毎日、日替わり弁当の献立紹介を更新しています。

メニュー表もご覧いただけます。

お弁当の注文も下記まで、お願いします。

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）の募

集もしています。

詳しくは総務課まで。８８８－７３４７

１０月１日より赤い羽根共同募金が全国一

斉に始まりました。神奈川県共同募金会三浦

市支会でも区長会をはじめ、多くの方々にご

協力いただきました。温かいご支援に感謝い

たします。１２月１日より年末たすけあい募

金が始まります。引き続きご協力をお願いい

たします。


