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菊川市社協

検索

社協
（社会福祉協議会）は、みなさんと共に

を考え、推進する民間団体です。
「安心していきいき暮らせるまち」

～笑顔いっぱいの菊川市～

～児童館で遊ぶ子どもたち～

今回は、菊川市社会福祉協議会の結婚相談所を紹介します。結婚を考えている方、是非ご
相談ください。ベテランの相談員が親身になって応援します。

社会福祉法人

菊川市社会福祉協議会

〒439-0019 静岡県菊川市半済1865（プラザけやき内）
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☎〈0537〉35-3724 Fax〈0537〉35-3202
Eメール info@kiku-syakyou.or.jp

この広報誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。

社協の結婚相談所
ご存知ですか？
菊川市社会福祉協議会では、毎月第
１金曜日 午(後６時～９時 と)第３日曜
日（午前９時～正午）にプラザけやき
内（菊川市総合保健福祉センター）に
おいて結婚相談所を開設しています。
この相談所では初回に登録をしてい
ただき、次回より登録者名簿を閲覧し
ていただきます。自分に適した相手が
見つかれば担当相談員に伝え、お見合
いを設定していきます。
菊川市社協の結婚相談所は近隣の四
市一町（磐田市・袋井市・掛川市・菊
川市・森町）の社協と連携しており、
四市一町の登録者の中から相手を探す
ことができます。
結婚を考えていても出会いがなかっ
たり、最近の世相から晩婚化が進み未
婚率も高くなって来ています。

現在、結婚したいと思っている方、
自分に合った相手を探している方、再
婚を考えている方、ぜひ結婚相談所を
ご利用ください。良い出会いを探せる
かもしれません。
相談・連絡等は経験豊富な相談員
名がお手伝いさせていただきます。

女性の方も積極的に登録してください。

性のための相談日」も設けてあります。

女性の方が登録しやすいように「女
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相談員定例会の様子

注意事項

・登録は必ず本人の申請です。
・入籍を目的とした結婚相談所のた
め、結婚の意思のない方は登録で
きません。
・登録時、本人確認のため運転免許
証等の提示が必要となります。

結婚相談員のみなさん
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結婚相談所の流れ
登 録（相談日）

⬇
登録者名簿閲覧（相談日）

⬇

相談員調整（相談員が相手の市町へ連絡等）

お見合いの様子（イメージ）

ＯＫ

ＮＧ

⬇

見合い

相談員との相談の様子（イメージ）

⬇

⬇

再度 閲覧・相談

ＮＧ

交際

⬇
結婚

開 催 日 第１金曜日 18：00～21：00（受付20：00まで）
※ただし、奇数月の第１金曜日は
「女性のための相談日」になります。
※また、祝日や年末年始にあたる場合は翌週になります。
第３日曜日 9：00～12：00（受付11：00まで）
開 催 場 所 菊川市総合保健福祉センター
（菊川市半済１８６５）

プラザけやき

持 ち 物 初回のみ、写真（３ヶ月以内に撮影したもの）と印鑑をお持ちください。
※閲覧用の写真のため大きく写っているものをご用意ください。
そ の 他 毎回２名の相談員が対応します。
問 合 せ 先 菊川市社会福祉協議会

☎0537-35-3724

※開催時間に電話をお受けすることは出来ません。

お問い合わせは月曜日～金曜日（祝日を除く）8：15～17：00にお願いします。
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笑顔、輝いてます

－第61回－

憩いの場所 『ようこさんち』
※『ようこさんち』とは、高岡洋子さんが自分の家の敷地内に作った、近
所の高齢者の方が自由に集まれる場所のことです。
今回は潮海寺の『ようこさんち』に集まっていた近所の方にも一緒にお
話しを伺いました。
Ｑ．現在の活動について教えてください。
『ようこさんち』を作ったきかっけは、みんなが集まれる場所を作りたいと
思っていて、退職後、自分の家の敷地内に近所の高齢者の方が自由に集まれ
る場所として『ようこさんち』を作りました。開いているのは月曜と水曜の
午前10時から午後2時で、自分の都合のいい時に勝手に来て勝手に帰る自由
な場所になっています。少ない時は2人、多い時は総勢７人の仲間で、楽し
（自治会名：潮海寺下中）
く過ごしています。会費も取らず、何も用意しない。みんなで一緒に「だべ 高岡洋子さん
る場所(おしゃべりする場所)」と称して、楽しく話したり、時にはオセロ、トランプ、百人一首といったゲー
ムを楽しんでいます。
（時には近所の野良猫も遊びに来るくらい、のどかなで素敵な場所でした。）
Ｑ．活動して楽しいことや印象に残っていることがあったら教えてください。
一番楽しいのは、みなさんで話をすることです。昔の苦労話など大変だった話も今は笑い話として笑顔で
話しています。あと、ゲームの中では坊主めくりがすごく楽しいです。（近所の方の話）
（みなさん、家で、一人でテレビを見ているだけでは体にも悪いし、こうして来させてもらっていることが、
有り難いとおしゃっていました。）
Ｑ．趣味や楽しみなことは何ですか。
（集まっていた方の中には、長く大正琴をやっている方がいました。名取を取ったくらいに上手だそうです。
その他にも、ご主人とご一緒にゲートボールを楽しんでいる方や、踊り、銭太鼓、民謡とたくさんの事を楽
しんでいました。）
Ｑ．これからの目標や、やってみたいことがあったら教えてください。
場所を広くしたいとか、コーヒー位を飲める空間にしたいなど夢はありますが、まずは『ようこさんち』
を一日でも長くやっていきたいです。張り合いがあると頭も活躍します。ひきこもりを防ぎ、ピンピンころ
り、いつまでも元気で居られる場所を目指し、また、地区のために出来ることを探してやっていきたいです。

※皆さんのお近くで笑顔輝いている方がいましたら社会福祉協議会へご紹介ください。
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施設や団体の紹介コーナー

奥横地こどもエコクラブ
自然のなかで「エコ」遊びを目標にかかげて、
平成22年４月に奥横地こどもエコクラブを設
立しました。現在の会員は41名（子供22名・
サポーター19名）地域の自然を教材にして環
境保全と美化活動に取り組んでいます。
発足時は、温暖化防止活動推進委員の講話
を受け基礎知識を学び活動を進めてきました。
活動内容は、近くの公園につつじ、もみじ
の苗木の植込みを行い、また水質の浄化では、
子供達が夏休みの中でEMだんご（有用微生物
群）をつくり、2週間後にかたく固まっただん

美化運動（チューリップの球根植付け）

ごを奥横地川に投げ込み、川の汚れの原因であるアンモニア・メタンを吸収して、水がきれいに
なり魚の住める川を取り戻す活動を行っています。更には地域の川に住んでいる魚貝類の生息観
察と、水質測定を行い、どじょう・エビ・ナマズ・スッポン・メダカ等をはじめ数種類の生物が
生息してる事が観察の結果確認でき、この地域での環境が保たれていることを知り子供達も活動
の大切さを理解してくれました。
また美化活動では、休耕地を利用してチューリップの球根植付け、ひまわり・コスモスの種蒔
きを行い四季を通じて美しい景観でこころを癒してくれます。
ライフスタイルの変化するこの時節、地域活動は貴重であり未来を築く子供達に豊かな心を育
む体験を提供して、幼年時代における美しい草花の育成や、川魚の観察等の記憶を誰しもが心の
片隅に残して頂きたいと思います。
今後も、未来を育む子供達と地域の皆様と一緒に活動を
継続して美しい自然環境を保っていきたいと思います。
奥横地こどもエコクラブ

魚貝類の生息観察
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代表

奥横地こどもエコクラブのみなさん

鈴木

勝章

「みなさまへのご報告」
西風の会がプラザけやき中庭の奉仕作業に取り組みました
西風の会（菊川西地区民生委員児童委員退
任者の会）の皆さんが、７月20日(水)と８月
17日(水)の２回にわたり、プラザけやき内の
草刈りや除草剤の散布などの作業をしてくだ
さいました。子どもたちが利用する中庭を中
心に、駐車場等、夏場を前にとてもきれいに
していただきました。暑い中、大変な作業を
本当にありがとうございました。

西風の会のみなさん

福祉見守りマップ更新作業が行われました
7月24日（日）小笠東地区センターくすりん
において、小笠東地区福祉見守りマップ更新作
業が行われました。
福祉見守りマップは、マップを作成すること
をとおして隣近所の方々等との見守り支え合い
を再確認し、孤立を防止することを目的として
います。当日は見守り対象者宅、自治会長や班
長宅等の確認作業が行われました。
福祉見守りマップ作業の様子

この活動は、小笠東地区コミュニティ協議会
（地域サポーター部会）が主催となり、自治会や

民生委員・児童委員のご協力をいただいて実施されています。
また、小笠東地区だけでなく、嶺田地区、小笠南地区においても行われています。

第10回菊川市ふれあい広場 開催ポスターの絵を作成いただきました
今年もふれあい広場を開催します。開催
にあたりポスター・チラシの絵となる作品
を「介護老人保健施設さわだの庄デイケア
利用者一同」様により作成いただきました。
人とひとのふれあいを感じる心温まる「ち
ぎり絵」を提供いただきました。ありがと
うございました。今年のふれあい広場は10
月22日(土)午前9時30分から市民総合体育
館で開催します。ぜひ多くの皆様の参加を
お待ちしております。

絵の授与の様子

子育て相談 火～土曜日 ８：15～17：00 きくがわ子育て支援センター☎37-1135 おがさ子育て支援センター☎73-5698
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ボランティアの広場
ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）
「横地地区

七重会」

高齢者への配食弁当活動（対象高齢者45名）を実施し、
発足以来29年目を迎えました。本年度の登録会員は93名
うち役員として、各自治会から18名、民生委員・児童委
員3名、健康づくり代表2名の計23名で組織しています。
本年度も役員代表者による総会を開催し活動がスタート
しました。第1回目は各自治会の自治会長さんをご招待し、
「総会のしおり」を基に活動内容を報告し実際に配食弁
当を試食してもらってご理解を深めてもらっています。
ボランティアの小笠高校生
また小笠高校生の参加協力を得て、昨年度は延べ23名の
生徒が参加しました。その都度感想を記録してもらっています。
献立については、旬のものや、季節のものを使って高齢者に喜んで食べていただけるも
のを心がけています。年間の献立は、「献立特集」として冊子にして役員関係者の皆さん
に配布して、活用してもらっています。
問合せ先

ボランティアセンター

☎３５－６３８５

受講者募集「福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会」
国土交通大臣認定の講習を行い、福祉有償運送運転者及びセダン等運転者を養成します。
主 催 菊川市社会福祉協議会
協 力 東遠学園組合東遠学園、社会福祉法人和松会、社会福祉法人草笛の会、
  特定非営利活動法人ハートあんどハート菊川
日 時 第１日目 平成28年10月19日（水）9:30～16:00
第２日目 平成28年10月20日（木）8:45～15:30
※２日間とも受講が必要です。
内 容 講義、実技 等
会 場 第１日目 プラザけやき
  第２日目 特別養護老人ホーム松秀園、綜合菊川自動車学校
対 象 ・第一種運転免許を所持し、これから福祉有償運送の運転者
   
  として従事しようとする方
   ・道路運送法第78条の許可を受ける訪問介護事業所の訪問介護員等の方
定 員 12名（先着順）
参加費 3,000円
申込先 菊川市社会福祉協議会
  受講申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは電子メールでお申し込みください。
  受講申込書は、本会ホームページ
     （http://www.kiku-syakyou.or.jp/）
  からダウンロードできます。
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ボランティア相談 月～金曜日 ８：15～17：00 プラザけやき☎35-6385

参加者募集

各種事業

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします
共同募金運動は10月から12月、歳末たすけあい運動は12月に全国一斉に実施さ
れます。共同募金は募金を呼びかけることも募金することも「ボランティア」
。誰
もが気軽にたすけあいのボランティアに参加できる募金運動です。
みなさまのご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい募金配分金事業のご案内
目

的

申請書設置場所

歳末たすけあい運動の理念に基づき、新た
な年を迎える時期に、援助や支援を必要とす
る人たちを地域で安心して暮らすことができ
るようにすることを目的とします。

１
２

プラザけやき 社会福祉協議会窓口
市役所小笠支所１階 ロビー
左記対象者にあてはまり、事業に申請し
たい方は上記設置場所に置いてある『歳
末たすけあい募金配分金利用申請書』に
必要事項を記入し、下記のいずれかにお
いて申請してください。

対象者

菊川市に居住し、世帯全員が住民税非課税世
帯で、次のいずれかの要件に該当する世帯。
１ 満18歳未満の子どものいる世帯で、
児童扶養手当の全額受給世帯
２ 次の手帳を取得している障がい児・者
のいる世帯（在宅に限る）
⑴ 身体障害者手帳１級または２級
⑵ 療育手帳AまたはB
⑶ 精神障害者保健手帳１級または２級
３ 要介護４または要介護５の要介護認定
者を自宅で介護している世帯
４ 満65歳以上のひとり暮らし高齢者世
帯で、経済的支援を必要とする世帯
５ 著しく生活にお困りの世帯（生活保護
世帯を除く）

福祉総合相談
日時

月～金曜日

提 出 方 法

１
２
３

受 付 期 間

10月３日（月）～11月９日（水）
問 合 せ 先

８：１５～１７：００

生活困窮者自立相談
日時

月～金曜日

８：１５～１７：００

心配ごと相談
日時

10月 ３日（月） ９：００～１２：００
  10月17日（月）１３：００～１６：００
会場 プラザけやき
日時

社会福祉協議会窓口へ提出
民生委員・児童委員を通じて提出
郵送にて提出

10月 ５日（水）１３：００～１６：００
  10月20日（木） ９：００～１２：００
会場 菊川市役所 小笠支所

菊川市社会福祉協議会

☎35－3724

結婚相談
日時

10月 ７日（金）１８：００～２１：００
  （受付２０：００まで）
  10月16日（日） ９：００～１２：００
  （受付１１：００まで）
会場 プラザけやき
  ※初めての方は写真と印鑑をご持参ください。

ひきこもり、不登校無料相談会

日時 10月3日（月）・17日（月）１３：００～１６：００
会場 菊川児童館（プラザけやき２階）
予約電話 ０９０－１４７６－３２３３

この広報誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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