社協だより
ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/
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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」

そうだ！婚活しよう♥

お見合いの様子（イメージ）
今回は、菊川市社会福祉協議会の結婚相談事業を紹介します。現在、結婚を考えていても、
なかなか行動にうつせない方、出会いがないと思っている方、ぜひ菊川市社会福祉協議会の
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。

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

思い立った日が結婚へのスタートラインです！
真剣に婚活を始めてみませんか？
菊川市社会福祉協議会では、菊川市の委託を受け、プラザけ
やき（菊川市総合保健福祉センター）にて結婚相談所を開い
ています。現在、結婚を考えているが出会いがないと思っ
ている方、ぜひ菊川市社会福祉協議会の結婚相談所をご
利用ください。良い出会いを探せるかもしれません。

菊川市社会福祉協議会の結婚相談所は・・・
・近隣の菊川市を含む４市１町（掛川市・袋井市・磐田市・森町）と連携し
ています。
そのため４市１町の登録者の中から相手を探すことができます。
・結婚相談所は登録制ですが、登録料や会費などは一切掛かりません。
・連携している４市1町の婚活イベントの情報などがわかります。
・皆さんの幸せのために相談員10名がお手伝いさせていただきます。

私たち相談員が
ご相談にのります。
お気軽にいらしてください。

菊川市結婚相談員（10名）

相談員定例会の様子
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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）

素敵な出会いが待っているかも…

相談員調整

（相談員が相手の
市町へ連絡等）

お見合い

交際

結婚
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。

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（受付時間11：00まで）
開催場所 菊川市総合保健福祉センター プラザけやき（菊川市半済1865）
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74回－

お店も、まめまめも、子育ても。
感謝でいっぱいの毎日です。
Ｑ．現在の活動について教えてください。
市役所の近くでお店（雑貨店）をやっています。普段は商品の販売とお
店で売っているアクセサリーの作製をしています。その中で、時々「まめ
まめマーケット」のお手伝いをしています。「まめまめマーケット」は「子
育てサポーターぽれぽれ」さんのお手伝いとして、参加しています。「ま
めまめマーケット」の会場が自分のお店の前や噴水広場、赤レンガ倉庫
など近辺のため、自分に出来ることをと思いお手伝いの活動をしています。
お手伝いの内容は出店者の取りまとめや連絡、当日は受付やスタンプラ
リーの案内などお店に居ながら出来ることをやっています。次の「まめま
めマーケット」は11月19日（日）です。ぜひ、ご家族でいらしてください。 財津由記さん（自治会名：本通り下）
最近では菊川市観光協会が作成した「子育てサポーターぽれぽれ」発行
の『だに・だら・ら』という情報誌の取材・執筆をお手伝いしました。これは市外の方に向けた情報誌で、
菊川市に住んでみたいなと思っていただけるような冊子になっています。お店や公園など色々と取材に行
き出来上がるまでに半年位掛かりました。
あと、８月に大分県朝倉市の災害ボランティアに参加しました。中学１年生の息子と一緒に一日ですが
民家の土砂の取り除き作業のボランティアをさせていただきまし
た。毎日500～700人の方が各地からボランティアに来ていまし
た。いい経験をさせていただいたと思います。
※まめまめマーケットとは…駅南本通りを中心に開催した、パ
パ・ママのハンドメイド品などを販売する地域を元気にするイ
ベント。「まめまめマーケット」は５月と11月の年２回あります。
※子育てサポーターぽれぽれとは…子育て中のママを支援、応援
するボランティア団体。
かわいい雑貨がいっぱい
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。
「まめまめマーケット」は、みなさんが楽しみにしてくれていて、出店するママたちや参加する家族もみ
んなに楽しんでもらえる、お母さんたちが活躍するイベントだと思います。そういった方たちに「楽しかっ
た」と喜んでもらえて、さらに、普段、毎日見ている噴水広場や通りがたくさんの人で賑わっている感じ
が良かったなと思います。地域の方々のご理解をいただいているイベントだと思うのでありがたいです。
Ｑ 趣味や楽しみなことは何ですか。
今はお店の仕事を楽しんでいます。販売やアクセサリーを作製したり、イベント出店などを通じて、お
客様と話したり、そういった日々が楽しいです。出来ればランニング(マラソン)など体を動かすことも普
段出来るといいなあと思っています。
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。
健康一番で、家族みんなが元気でいてくれればいいかなと思います。学
生の頃、栄養学を勉強していました。そのため食育には興味があります。
子どもが大きくなっていく過程で味覚の成長や食べる量の変化、スポーツ
をする子どもへの栄養面など…そういった事を勉強し直せる時間が出来る
といいなと思います。

まめまめマーケット来てね！

※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

掛川人権擁護委員協議会菊川研究会
人権擁護委員とは

法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。菊川市は８名の委員で構成され、人権の考えを
広めたり、人権相談を受けたりする活動をしています。

主な活動

街頭啓発、人権教室、ひまわりの栽培（小学生）、人権ポスター（小学生）
・人権標語（小学生）
・
人権作文（中学生）の募集、心配ごと相談等の活動をしています。

活動内容

○ 人権教室
毎年幼保園、小学校、中学校、高齢者福祉施設で
行っています。
園児・児童生徒には「命の大切さ」「友だちと仲
よくすること」を主に思いやりの気持ちを持って接
することの大切さをペープサートや寸劇等でわか
りやすく伝えています。
高齢者福祉施設では、悪行を重ね、私腹を肥やし
ていく代官や商人を懲らしめる「水戸黄門」の寸劇
を通して、人権について考える場となっています。
「水戸黄門」の寸劇（喜久の園にて）
また委員 によるギターや大正琴の伴 奏 で 歌を
歌ったり、棒体操をしたりして楽しく過ごしています。
○ 人権の花「ひまわり」の栽培
仲よく協力して栽培することを通して人権意識を
培うことを目的に、毎年小学校に栽培を依頼してい
ます。特別養護老人ホーム松秀園や菊川文化会館ア
エルでは外国籍児童の協力を得てきれいなひまわり
の花を咲かせています。
ひまわりの栽培（菊川文化会館アエルにて）

○「人権ポスター」「人権標語」「人権作文」の募集
毎年、素晴らしい作品が集まります。優秀ポスターは人権カレンダーにしたり、優秀作文は文
集にしたり、また標語は市役所に掲示したりしています。
○心配ごと相談
毎月各２回、プラザけやき、中央公民館にて相談者の心配ごとをいっしょに考えます。
※開催日は、社協だより８ページに掲載しています。
人権擁護委員の活動は、市役所総合案内のタブレット端末で常時「人権ニュース」として発信
をしていますので、ぜひご覧ください。
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「みなさまへのご報告」
フードドライブへのご協力ありがとうございました！
8月1日（火）～8月31日（木）にかけて「認定NPO法人フードバンクふじのくに」が実施する
『フードドライブ』の寄贈受入窓口として、多くの皆さまから物資の協力をいただきました。
市民の皆さまや関係機関の職員の方々からダンボール21箱（227㎏）の食品の寄贈をいただき
ました。
寄贈いただいた食品は、「認定NPO法人フードバンクふじのくに」に送り、行政や社会福祉協
議会・支援団体を通じて食べる物がなくて困って
いる人々に渡されます。

フードドライブ
ありがとう

平 成28年 度 に は、 菊
川市内で22件（303㎏）
の支援に利用されました。
ご協力ありがとうござい
ました。

福祉講演会を開催しました
９月13日(水)、くすりんにて、小笠東地区
地域サポーター「そんだもんで東」主催の福
祉講演会が行われました。約30名の方に参加
をいただき、健康づくり課の保健師による菊
川市まちづくり出前行政講座「糖尿病から身
を守ろう！」という演題でお話しをしていた
だきました。参加者は糖尿病予防のための生
活習慣や食事、合併症の話など身近な興味の
ある内容に真剣に聞き入っていました。
９月９日(土)、堀之内体育館にて、町部地区コミュニティ協議会主催の福祉講演会が行われま
した。約80名の方に参加をいただき、菊川市家庭医療センター長

津田司医師に「人生の終末期

の迎え方について」という演題でご講演いただ
きました。参加者は医療の立場から人生の終末
をどのように迎える
の か、 事 例 や 動 画 を
交 え た お 話 に、 興 味
深く真剣に聞き入っ
ていました。

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”）
「個人ボランティア」

菊川市社会福祉協議会ボランティアセン
ターに、個人ボランティアとして登録され
ている方たちが12名いらっしゃいます。
福祉団体の事業や社会福祉施設のイベン
トなど、ボランティアの依頼があった時に
ご案内をして活動していただいています。
ご自身のご都合に合わせて活動できます
ので、ボランティアに興味のある方はぜひ
ご登録ください。ご連絡をお待ちしており 身体障害者福祉会主催スポーツ大会で活動しています。
ます。
問合せ先 ボランティアセンター ☎35-6385 FAX35-3202

ボランティア講座のご案内「福祉施設を紹介します」
市内にはどんな福祉施設があるのでしょうか？職員の皆さんが施設の紹介をしてくださ
います。施設の様子を知りたい方、施設でのボランティア活動を希望される方など、多く
の皆様のご参加をお待ちしています。
日 時 １回目 １２月 ６日（水）13:30～15:30
２回目 １２月１７日（日）13:30～15:30
※どちらにご参加していただいても構いません。
場 所 プラザけやき 201会議室
主 催 菊川市社会福祉協議会
内 容 ○各施設の紹介（介護老人福祉施設、障害者支援施設、デイサービスなど）
○施設でのボランティア活動相談・受付（希望される方のみ）
申込み 準備の関係上、事前のお申し込みをお願いします。当日参加もできます。
問合せ・申込先 菊川市社会福祉協議会 ☎35-3724

ボランティアさんを紹介します
定期的にダンボールいっぱいに入った広告の箱を届けてくださって
いる島 弘一さんです。
「指の運動だと思って、家で毎日折っています。」
とお話してくださいました。地域サロンやボランティアグループの行
事、保育園などで使わせていただいています。
他にも数名の方たちが広告の箱を届けてくださっています。
皆さんいつもありがとうございます。
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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

菊川市人権講演会のご案内
日
会

時
場

講
演

師
題

主

催

後
援
問合せ先

平成29年11月25日（土）13：30～（開場13：00）
菊川文化会館アエル 大ホール（入場無料）
■小中学生人権ポスター・人権作文・標語の優秀者の
表彰等も行います。
鈴木 潔氏
「児童虐待防止といじめについて」
トーク７割ライブ３割の見ごたえのある講演です。
菊川市・掛川人権啓発活動地域ネットワーク協議会
掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会
菊川市教育委員会・菊川市社会福祉協議会
菊川市役所市民課 ☎35-0917

ふれあい企画参加者募集
精神障がい理解普及啓発交流事業「ふれあい企画」参加者募集

精神障がいをお持ちの方と一緒に、花植えを行ってくださる方を募集します。菊川イン
ター入り口の花壇です。皆で菊川市の入り口をきれいに彩りましょう。
主
催 菊川市社会福祉協議会
花壇のレイアウトをご提供いただける
会社・店舗を募集しています。
協
力 社会福祉法人Ｍネット東遠
日
時 平成29年12月２日（土） ９：３０～１２：００
会
場 きくがわ作業所、東名菊川インター
内
容 障がいをお持ちの方との交流や花植え
対
象 学生（大学・短大・専門学校生等）
定
員 15名
申込期間 平成29年11月１日（水）～11月20日（月）
申込み先 菊川市社会福祉協議会
☎35-3724 FAX35-3202

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

11月 １日（水） ９：００～１２：００
11月15日（水）１３：００～１６：００
プラザけやき
11月 ６日（月）１３：００～１６：００
11月20日（月） ９：００～１２：００
中央公民館

結婚相談
日時

11月10日（金）１８：００～２１：００
（受付２０：００まで）
11月19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。
※奇数月の第１金曜日は女性専用日になります。

ひきこもり、不登校無料相談会

日時 １1月６日（月）・２０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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