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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」

児童館の夏

～思い出いっぱいできたかな？～

夏休みの間、児童館・子育て支援センターへたくさんの子どもたちが遊びに来てくれまし
た。ゲームや卓球、工作、読書、思い思いの過ごし方で楽しみました。今月号は菊川児童館
（プレイルーム）と、小笠児童館（夏祭り）の様子を特集します。ぜひ、みなさんも児童館
に遊びに来てください。

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

子どもたちの夏休み

～児童館にて～

暑い、暑い日が続き、夏休みも終わりました。子どもたちは思い思いの楽しい夏を過
ごしたことと思います。夏休みの間、児童館・子育て支援センターにもたくさんの子ど
もたちや親子連れが遊びに来ました。夏ならではの楽しい行事も沢山ありました。今回
は「児童館・子育て支援センター」の夏休みの様子を紹介します。
～

おがさ児童館夏祭り

平成29年７月29日(土) 小笠児童館にて

～
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子どもたちの声

～きくがわ児童館
～きくがわ児童館（プレイルーム）
（プレイルーム）にて～
にて～
夏休みに菊川児童館に遊びに

六郷地区

来ていた子どもたちに、児童

卓球で競い合うことが一番楽
しいです。ビリヤードやその他
の遊びでは、２人以上で遊ぶこ
とができるので、友達との仲を
深める良い機会になります。

館にきて楽しいことを聞きま
した。
六郷地区

中１

小４

男子

女子

公園などでは出来ないビリヤ
ード、卓球などができ、学校
ではできない遊びができる。
交流の場としてとてもいい場
所です。
河城地区

中１

男子

人生ゲーム。クーラーがきい
ていて家より涼しい。
みんなと会えてうれしい。

六郷地区

小６

女子

好きなゲームを、大人数で遊
べ、家にないものを使い経験
できる。約束していない子と
も遊べる。

河城地区

小４

男子

勉強をやっていても静かだから
安心できる。

六郷地区

小６

女子

プレイルームで色々作ること。
卓球ができること。

西方地区

小６

女子

おもちゃの貸し出し、卓球、
本を読む（マンガ）、クッキ
ングが楽しい。

加茂地区

中３

男子

マンガを読むこと。夏は涼し
くて快適。借りられるおもち
ゃがたくさんある。
赤ちゃん（小さい子）が楽し
めるおもちゃもたくさんあ
る。

児童館は０歳～１８歳までの子どもたちを対象に「健全なあそび場」を提供し、子どもたちの心身の健
やかな成長を応援する施設です。小さな子どもたちだけでなく、小学生から高校生まで気軽に利用できま
す。毎月の催しは、児童館だよりをごらんください。
お問合せ先
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菊川児童館・きくがわ子育て支援センター（菊川市半済1865）☎0537-37-1135
小笠児童館・おがさ子育て支援センター（菊川市下平川6225）☎0537-73-5698

笑顔、輝いてます

－第73回－

フラダンス、いつも笑顔で生き生きと…
Ｑ．現在の活動について教えてください。
六郷地区センターでフラダンスを教えています。教え始めて10年以上
になります。最初はカラオケの発表会をやっていましたが、歌の他にも何
かやってみたくなり、カラオケのグループの女性と色々始めました。そし
て、その中のひとつで、フラダンスをやっている知り合いに、教えても
らったのが始まりです。フラダンスなら歳が大きくなっても踊れるし、健
康維持になり続けてみようと思いました。人に教えるなら、しっかり習わ
なくてはと思い、ハワイ州の先生がこちらに来てくださった時、名古屋に
住まわれているお弟子さんの先生には月２日、又年２回ぐらいはハワイの 渡部真佐子さん（自治会名：上本所）
方へも習いに行き講師の資格を取りました。
現在は、六郷地区で４グループ、南山ＪＡ、掛川市の岩滑地区、市のス
テップ講座で教えています。どのグループも地区センターまつりや敬老会、文化祭など色々な場所で披露
しています。
※フラダンスは誰でも楽しめるハワイの伝統的な民族舞踊です。

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。
フラダンスの曲の中の一つに『フキラウソング』というのがあります。
ハワイの伝統的な地引網の曲で漁師の踊りですが、格好良くて子どもたち
が大好きな踊りです。
フラダンスの各グループの中にリーダーがいます。グループを上手に
リードしてくれて、楽しく笑いが絶えない教室になっていて感謝していま
す。人との繋がりは有り難く思います。
これからも、見ている人たちに楽しんでもらえるように踊っていきたい
と思います。
Ｑ 趣味や楽しみなことは何ですか。
更生保護女性会、学校の読み聞かせ、地区の活動、
六郷小の放課後児童クラブなど、もともと子どもが
好きで、子どもの関係で頼まれると引受けてしまい
頑張ってしまいます。でもメインはフラダンスで
す。習っている人が、一曲が終わる頃には上手に
なり、自信を持って踊る姿を見ると、
「出来たｱ―」
と一緒になってうれしく思います。
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。
毎日忙しくしていて、ほとんど家に居ることがな
いので主人が寂しがっています。以前はよく一緒
に旅行に行ったりしました。これからは、夫婦の時
間も大事にし、また旅行にも行きたいです。

※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。

4

施設や団体の紹介コーナー

菊川市小笠地区遺族会
72年も平和の続く、立派な日本がいまここにある。それを誇るあまり、忘れてはいけないこと
もある。無謀なる戦争は幾多の犠牲を生んだ。その反省が72年の原点であります。
菊川市小笠地区遺族会は先の大戦で亡くなった488柱の人々を追悼し平和への誓いを新たにする
とともに県遺族会と連携し各慰霊の祭事を行っております。順を追って紹介します。年始めの4月
初旬には、英霊が眠る靖国神社参拝があります。御霊に頭を下げ涛々しい気持ちで観光に変わりま
す。そして、春・秋には静岡県戦没者追悼式が護国神社で催され小笠地区遺族会も大勢参列いたし
ます。
また８月には、万灯みたま祭りが護国神社であり平和を願う灯火が夜を照らします。
次に菊川市の祭事に移ります。毎年９月か10月に静霊奉賛会菊川支部 支部長 太田順一様主催の
菊川市小笠地域慰霊祭が菊川市民総合体育館において挙行されます。488柱に対し慰霊の詞を捧げ
ます。続いてお盆には、小笠地区慰霊碑の前で役員参列のもと御霊を仏教会様の読経のなか送りま
す。お盆休みのこの時期、家族と出掛けたキャンプ場で、あるいは祖父母が待っている帰省先の庭
で、今夜は賑やかにバーベキューという子どもたちもいるだろう。誰に気兼ねするでもなく食べて
笑い語らう。平和とは、そのひとときを言います。何百年経ても８月15日、そう８月15日だけで
いい、未来の歴史に新たな終戦の日は刻むまい、何百年経てもであります。この言葉を送り紹介と
します。

菊川市小笠地区遺族会

盆供養（8月）

慰霊祭

総会の様子
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会長

寺本達良

「みなさまへのご報告」
災害ボランティア支援本部立ち上げ訓練を実施しました
８月26日（土）、プラザけやきにおいて、菊川災害ボランティ
アコーディネーター（菊ボコ）の皆さまと協働してボランティ
アニーズに対してボランティアを派遣する訓練を行いました。
中・高・大学生、民生委員・児童委員、赤十字奉仕団、ＢＲＮ
きくがわなど沢山の方々にご協力をいただき、市役所職員、社
会福祉協議会職員も含め、総勢約140人での訓練となりました。
大変暑い中での訓練でしたが、実際の災害を想定したボラン
ティアニーズのマッチングを行い有意義な訓練となりました。
ご参加いただいた皆さまありがとうございました。

地域とのつながりについて考えました
８月24日（木）、教育委員会と社会福祉協議会共催で「中
高生ボランティア講座」を開催しました。
第１部の講義「地域とのつながりをつくろう」では、毎月
お便りを届けながら高齢者の見守りを行っている「みなみや
まの会」（小笠南地区地域サポーター）の会員から、地域での
活動の様子をお話いただきました。
第２部ではそのお話を聞き、ワークショップ「あなたなら
どうやって地域とつながりますか？」をテーマに、話し合い
をしました。
必要な活動として「お年寄りの見守り活動」「思いやり活動（声かけや生活のお手伝い）」「子どもた
ちへの気配り活動」「外国人への支援活動（情報提供）」が出されました。
子どもたちが地域の一員として、地域のことを一生懸命に考えてくれた講座となりました。

第１回

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター事業

６月29日（木）プラザけやき201会議室にて、第1回

協議体会議を開催しました

生活支援コーディネーター事業

協議体会

議を開催しました。
会議の中では、毎年、各地域で開催されています「みんなのしあわせ懇談会」で出されたご意見や、
地区社会福祉協議会情報交換会から浮き彫りになった主な課題について、地域福祉に関わる関係団体、
行政職員など21名の参加者による討議を実施し、現状についての情報交換や、
地域の困りごと等の課題の共有が行われたとともに、高齢者のニーズに対応
するしくみづくりや、担い
手づくりについて活発な
討議が繰り広げられまし
た。
今後は、地域の実情に応
じた、“移動支援”、“居場所”、
“買い物支援”に向けた取り
組みを進めていきます。

地域の現状を知る為、
見える化

子育て相談 火～土曜日 9：00～16：30 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”）
点訳サークル泉

点訳とは、活字の文を点字の文に訳することです。私たちのし
ている活動は、大まかに二つに分けられます。
一つは、直接視力障がい者の人たちに係る活動で、随筆や小説
などの本を点訳して読んでいただく「泉からこんにちは」（会から
のお知らせ）を送る、月１回光陽荘の勉強会に参加するなどです。
二つ目は点訳活動を広めることで、学校の福祉教育で点字講習
をしたり、社協主催の「ふれあい広場」に参加して、一般の人に点字体験を
していただくなどです。
その他に、月に２回（第２・第４月曜日）プラザけやきボランティア室で
定例の打ち合わせ会を行っています。
点訳に興味のある方、一緒に活動しませんか？
問合せ先 ボランティアセンター ☎35－6385 FAX35－3202

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29年10月25日（水）9:30～16:00
第２日目 平成29年10月26日（木）8:45～15:30 ※２日間とも受講が必要です。
会 場 第１日目 特別養護老人ホーム松秀園
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
内 容 講義、実技 等
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 16名
申込期間 平成29年10月2日（月）〜10月16日（月）
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。

災害ボランティアコーディネーター養成講座
日
会
内

時
場
容

対

象

定 員
持ち物
申込先
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平成29年11月12日（日）9:00～16:00 11月18日（土）9:00～12:20
菊川市総合保健福祉センター プラザけやき 201会議室
１日目 講義「災害ボランティアコーディネーターとは」
「第４次被害想定の概要」
「菊川市の防災対策について」演習「避難所運営ゲームＨＵＧ」
２日目 講演「菊川災害ボランティアコーディネーターの活動」「被災地活動体験談」
演習「グループワーク」
・市内在住または在勤の方・受講修了後に、菊川災害ボランティアコーディネーター
（ボランティアグループ）として活動可能な方（修了者には「ふじのくに災害ボランティ
アコーディネーター認定証」を交付します。）
20名 申込期間 平成29年10月2日（月）〜10月30日（月）
昼食（１日目）、筆記用具 ※動きやすい服装でご参加ください。
菊川市社会福祉協議会

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

歳末たすけあい募金配分金事業のご案内
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。
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）
（１）身体障害者手帳１級または２級
（２）療育手帳AまたはB
（３）精神障害者保健福祉手帳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）
申請書設置場所
１ プラザけやき 菊川市社会福祉協議会窓口
２ 中央公民館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下さい。
申請方法
１ 社会福祉協議会窓口へ提出
２ 民生委員・児童委員を通じて提出
３ 郵送にて提出
受付期間 10月２日（月）～11月８日（水）
問合せ先
菊川市社会福祉協議会 ☎35－3724

菊川市社会福祉協議会
おがさ子育て支援センター非常勤職員

非常勤職員募集！！
いきいきサロン（東部・けやき）非常勤職員

●非常勤職員 1名
●非常勤職員 2名
雇用時期 平成30年４月１日～(予定) ※応相談
雇用時期 平成30年１月４日～（予定）
勤 務 地 おがさ子育て支援センター「ひまわり」
※応相談
資
格 特になし
勤 務 地 東部ふれあいプラザ
※以下のいずれかの資格を有する者優遇
もしくはプラザけやき
①保育士資格②幼稚園教諭免許③小学校教諭免許
資
格 特になし
勤 務 日 火曜日～土曜日（日・月休み）
勤 務 日 月・水・金曜日
勤務時間 8：15～17：00
もしくは月曜日～金曜日
提出書類 履歴書(写真貼付)
勤務時間 8：15～17：00 ※応相談
資格証明書又は資格取得見込証明書（有資格者のみ）
提出書類 履歴書(写真貼付)
そ の 他 採用試験については、面接を予定しています。 そ の 他 面接あり
詳細については下記担当までお問合せください。
詳細については下記担当までお問合せください。
待
遇 菊川市社会福祉協議会非常勤職員各種規程による
申込期間 平成29年９月25日(月)～平成29年10月31日(火)
申込・問合せ先 菊川市社会福祉協議会総務経理係 落合 ☎３５- ３７２４

福祉総合相談
日時

月～金曜日

８：１５～１７：００

生活困窮者自立相談
日時

月～金曜日

心配ごと相談
日時

会場
日時
会場

８：１５～１７：００

10月 ２日（月） ９：００～１２：００
10月16日（月）１３：００～１６：００
プラザけやき
10月 ５日（木）１３：００～１６：００
10月23日（月） ９：００～１２：００
中央公民館

結婚相談
日時

10月 ６日（金）１８：００～２１：００
（受付２０：００まで）
10月15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２日（月）・１６日（月）１３：００～１６：００
会場 プラザけやき
予約電話 ０９０－１４７６－３２３３
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