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

ご存じですか？

https://
www.facebook.com/
kikugawasyakyou/

福祉機器等貸出事業

手押し車

歩行器

車いす車両

車いす用スロープ

菊川市社会福祉協議会では、福祉用具や福祉車両などの貸出事業を行っています。貸し出
しの要件に該当すれば、簡単な手続きで無料や軽費で借りることが出来ます。今回はＰ２～
３で貸出の用品等をご紹介します。ぜひご利用ください。

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

福祉機器・福祉用具貸出します
身体の障がいのために一時的に福祉機器や用具が必要な高齢者や障がいをお持ちの方に対し貸
出をしています。
ひと の

人之世タスケ

【ご利用いただける方】
○菊川市内に住所を有する方
○介護保険サービスを未利用の方
○病院受診、旅行、遠距離外出に必要な方
○その他一時的に必要と認める方
【費用】
ベッドのみ月５００円の利用料が掛かります。
その他の貸出費用は無料です。
【期間】
貸出期間は、おおむね１ヵ月とし、最長２ヶ月以内です。
【対象福祉機器】
車イス、リクライニング車イス、シャワーチェアー、浴槽内イス、歩行器、歩行車、杖、
浴槽手すり、ポータブルトイレ、スロープ等
よ

リクライニング車イス

杖

車イス

浴槽内イス

歩行車

浴槽手すり

手押し車

ポータブルトイレ

ねこ の て

介護ベッド

※介護ベッドについては、介護保険認定者及び介護保険申請中の方は原則対象外です。

猫之手カリル

返却にあたっては
清掃等行って
お返しください。
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車イスのまま乗れる
福祉車両貸出します
交通機関を利用することが困難な歩行障がいの方（車イス生活者、高齢者等）を対象に車イス
のまま乗車が出来る小型リフト付き車両（軽自動車）を貸出しています。

えん の した

距離

縁之下チカラ

【利用できる方】
○菊川市内に住所を有する方で、車イスを使用しなければ歩行が困難な方。
【利用目的】
○病院への送迎
○施設への送迎
○福祉団体、障がい者団体等が主催する行事に参加するとき等
【利用できる日時】
○休日、祝日以外の８：１５～１７：００（原則）
【費用】
○走行距離に応じて利用料をいただきます。
利用料

０～１０㎞

１００円

１１～２０㎞

２００円

２１～３０㎞

３００円

３１㎞～

３００円＋１㎞ごと２０円加算

福祉学習教材の貸出もあります
詳しくはお問合せください。

問合せ先

3

菊川市社会福祉協議会（菊川市半済１８６５番地

プラザけやき内）

☎３５－３７３４

よりそい

貸出には申請が必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。

寄添マモル

○高齢者疑似体験セット
○新生児抱き人形
○視覚障がい者体験セット
○妊婦体験セット
※車イス、福祉車両も学習教材として貸し出せます｡

笑顔、輝いてます

－第92回－

みなさんの温かい気持ちに支えられて
Ｑ．現在の活動について教えてください。
私がボランティアを始めたきっかけは、家族に身体の不自由な方がいて、小
さい頃から自然と関わっていたことで、行く行くは何か手助けになることをし
たいと思っていたことが始まりです。
主人の両親が高齢になり、段々と介護が必要になったため２０数年勤めた
仕事を退職しました。その後、両親を看取りましたが、その頃、少し時間が
出来たこともあり、前々から思っていた「何かの役に立ちたい」、「自分でも
やれることがあるのでは」との思いから社協のお手伝いで高齢の方のお話し

宮城 富子 さん

相手や買い物支援などしました。その後、資格を取り棚草の高齢者施設で寮

（自治会名：古谷）

母をしていました。大変でしたが人とのふれあいが好きで、明日への活力を
もらっていました。

現在は主人の関係で家の事が忙しくなり、仕事は辞め、小笠東地区の地域サポーター、傾聴ボランティア、
病院ボランティアなどのボランティアをやっています。
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。
どのボランティアも、自分も役に立っていると思
うと、自分の力になります。
傾聴ボランティアでは施設に訪問した際に高齢者
の方が来るのを待っていてくれたり、帰りに「また
来てね」と言われたりするととても嬉しいです。
自分が周りのみなさんに支えてもらった分、自分
が関わったみなさんにも思いやりを持って接してい
ます。
地域サポーター

2月

豆まき会の様子

Ｑ 趣味や楽しみなことは何ですか。
歌うことが大好きで「歌う会」に入っていて月１回活動しています。歌っていると色々なことを忘れて楽
しいです。他にも「踊りの会」にも入っていて、ちゃっきり節や郡上踊りなど楽しんでいます。
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。
１年半前に大きな病気を患いました。現在は体調
と相談しながらですが、無理をしないように今やっ
ていることを長く続けていきたいです。せっかくの
人生なので、楽しくしていないとつまらないと考え
て明るく元気に頑張りたいです。
地域サポーター

11月

地の神様づくりの様子

※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

菊川少年少女合唱団
菊川少年少女合唱団は今年で３０周年を迎えました。今までたくさんの子供たちが菊川少年少女
合唱団で一緒に歌を歌ってくれました。現在の団員は１４名、幼稚園から高校生まで菊川市内だけ
でなく近隣地域の様々な学校の子供たちが参加してくれています。年齢、性別問わずみんなとても
仲良く活動しているのが自慢です。
合唱団では昔懐かしい童謡唱歌、楽しく踊りながら元気に歌う歌、じっくり聞かせる合唱曲など
鶴見先生のご指導のもと様々な曲にチャレンジしています。また、歌う前には声を出しやすくする
ために本格的な呼吸法や準備体操を行い、楽しくそして本格的に練習をしています。
活動内容
＊まめまめマーケットLIVE
＊掛川合唱祭
＊菊川市文化祭
＊お月見コンサート
＊地区文化展（菊川市内）
＊地区敬老会（菊川市内）
＊童謡唱歌フェスティバル
＊グリーンガーデンコンサート
＊２０１８年度

宝くじおしゃべり音楽館

＊ダ・カーポコンサート、南こうせつ、
海外の合唱団などのコンサートに出演

アエルの発表の様子

毎年菊川市内の敬老会や文化展などの催
しで、地域の方から大きな拍手や暖かい声
援をいただき、歌うことの楽しさと歌を通
して、地域で触れ合うこと、地域貢献など
の大切さを肌で感じております。子供たち
の健全な心と体の成長の励みになるような
活動を目指しています。
合唱団にご興味を持って下さった方や一
般公開日への参加、また催しの依頼などが

一般公開の練習風景

〈一般公開日：毎月第２金曜日

ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

１９：３０〜２１：００まで

町部地区センター２階
指導

鶴見京子

伴奏

お問い合わせ先
5

和室大
加藤愛子〉

事務局

加藤

090-5632-3796

「みなさまへのご報告」
ご寄付ありがとうございました（１０月〜２月）
さ

佐々江タマエ

さ
え

心温まる浄財は、社会福祉事業に有効活用させていただきます。
浄財寄付
菊川市仏教会 様
初心 様
社会福祉協力会会員 様
ODC（小笠社交ダンスクラブ）
車椅子寄贈 マックスバリュ東海株式会社 様
タオル寄贈 明るい社会づくり運動菊川地区協議会 様
静岡県退職公務員連盟小笠支部 様
車両寄贈
静岡福祉協議会 様

防災対策を学びました
菊川市手をつなぐ育成会の皆さんが出前行政講座を
受講し、日頃から取り組める災害時防災対策について
学びました。
講話では、自助の大切さや必要性、簡易トイレの用
意について、食料の備蓄についてなど、家庭で行う防
災対策を学びました。
また、パッククッキングで、チキンライス、蒸しパン、
ポトフをつくって試食しました。ガスや電気が使えなく
ても、温かくておいしい食事を簡単につくる方法を知
ることができました。

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”）
「手話サークル太陽の会」
手話サークル太陽の会（菊川夜例会）は、毎月第１，３，４木曜日の夜７時から９時まで、町部地
区センターにて活動をしています。定例会の内容は、手話やろう者に関する学習や、レクリエーショ
ンなどを行っています。他にも、近隣市町のサークルとの交流会や小運動会、手話かるた大会も行っ
ており、地元の会員以外との出会いもあります。聞こえる聞こえない関係なく、楽しくアットホー
ムな雰囲気のサークルです。
手話は目で見る言葉です。表情や身振り、時には身体全体で表現する
とても魅力がある言語です。手話やろう者、サークル活動に興味のある
方はぜひ、一度見学にいらしてください。会員一同、お待ちしております。
問合せ先 菊川市社会福祉協議会 ☎３５－３７２４ FAX ３５－３２０２

ちょこっと貸してください、あなたの力「レンガアートで花壇をつくろう」参加者募集
「東名菊川インター花壇」を、精神障がいをお持ちの方と一緒にレンガアートで彩りませんか？初
めてでもお気軽に御参加ください。
日
時 2019年６月１日（土） ９：２５～１２：１０
会
場 きくがわ作業所、東名菊川インター
内
容 障がい当事者との交流や花壇整備（レンガアート）
対
象 学生（大学生、短大、専門学校生等）１５名（先着順）
申込み期間 2019年５月24日（金）まで
申込み先 菊川市社会福祉協議会 ☎35－3724 FAX35－3202

ようこそボランティアセンターへ
「ボランティアしてみよっかな？」思ったその時、その瞬間がスタート！！！
「ボランティア」と思ったら･･･菊川市社会福祉協議会にボランティアセンターがあったじゃない。
さあ行ってみよう！新しい出会いが待っている！
ボランティアセンターでは
ボランティア希望の方と話をしながら、担当職員が「菊川市のボランティア活動の様子」や
「ボランティアの募集状況」などを説明します。
↓
うーん･･･
希望に合った活動、関心を持った活動など見つかったら、
見つかるかな？
活動先におつなぎします。
※活動先で詳細を確認したり、体験活動も可能です。
あなたに合った活動であれば活動に入ります。
（例えば）
★趣味や特技を活かした活動をする ★ボランティアグループに加入
★社会福祉施設で活動する ★小学校や中学校で活動する ★地域の中で活動する
★個人でボランティア登録をしておいて、ニーズがあった時に活動する
★一人じゃないよ･･･仲間と活動を始めてみる
※菊川市には、市民協働センター（菊川市）、ボランティア活動支援センター（菊
川市教育委員会）もあり、市民の皆さまの地域活動、ボランティア活動を応援
しています。
問合せ先 菊川市社会福祉協議会 ☎３５－３７２４
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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 ☎35-3724

参加者募集

各種事業

「第13回菊川市ふれあい広場」参加団体募集！
「ふれあい広場」は誰もが地域の中で安心していきいき暮らせるまちづくりのきっかけと
なるよう、市内の福祉団体やボランティア団体が実行委員となり、体験、展示、販売等を
通じて市民のみなさまのふれあいや交流の場とすることを目的に開催します。
下記のとおり、参加団体を募集します。
日
時
2019年10月26日（土）9：30～14：30
場
所
菊川市民総合体育館
主
催
菊川市ふれあい広場実行委員会・菊川市社会福祉協議会
参加対象
ボランティアグループや福祉団体等
※数回開催予定の実行委員会に出席をお願いします。
写真提供：おっ撮りカメラ隊
参加内容
昨年例：展示…活動紹介、作品展示 等
（クイズやゲームもあります。)
体験…車イス、アイマスク、点字、視覚遊具、手話、要約筆記 等
販売…福祉バザー、自主製品販売、食べ物 等
ステージ…草笛バンド、手話は言語、きくのんとじゃんけん、
赤ちゃんはいはいレース
※ふれあい広場の目的に相応しない場合は、お断りする
こともありますのでご了承ください。
申込締切
５月24日（金）
写真提供：おっ撮りカメラ隊
申込先・問合せ
菊川市社会福祉協議会 ☎３５－３７２４

テレビ寺子屋公開録画放映予定のお知らせ
平成31年２月11日の菊川市社会福祉大会において開催した「テレビ寺子屋公開録画」
が放映されます。ぜひご覧ください。
放 映 日
2019年４月２８日（日）、５月１２日（日） 朝6：30～
放送局名
テレビ静岡
テ ー マ
①「二人そろえばコミュニティ」（仮）
②「看取るあなた達への応援歌」（仮）
講
師
内藤 いずみ 氏
（在宅ホスピス医・ふじ内科クリニック院長）
※放送局の都合により日にちが変更される場合があります。

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

８：１５～１７：００

５月 ７日（火）    ９：００～１２：００
  ５月15日（水）１３：００～１６：００
会場 プラザけやき
日時 ５月 ７日（火）１３：００～１６：００
  ５月20日（月）
    ９：００～１２：００
会場 中央公民館

結婚相談
日時

５月 10日（金）１８：００～２１：００
  （受付２０：００まで）
  ５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。
  ※奇数月の金曜日は女性専用日になります。

ひきこもり、不登校相談

日時 月〜金曜日 ８：１５～１７：００
会場 プラザけやき
予約電話 ０９０－１４７６－３２３３
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