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

172

No.

2019年

6月発行

菊川市社協

検索
フェイスブックページ

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」

今年度も各種事業を実施します

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

福祉有償運送運転者講習

支援調整会議

ふれあい広場

ヘルプマンミーティング

福祉学習

市民福祉大学

菊川市社会福祉協議会では今年度も各種事業を実施します。
「福祉啓発イベント事業」、
「ふ
れあい広場開催事業」、「福祉有償運送事業」、「ボランティア事業」など、どの事業も地域の
皆さまのご協力があって成り立っています。今年度も社協職員一同、一層の努力をして地域
とのつながりを深めていきますので、皆さまのご理解ご協力をよろしくお願いします。

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

● 平成30年度会費について

平成30年度住民の皆様や団体の皆様等からいただいた
会費をもとに以下の事業に活用させていただきました。

支

出

単位：円
事

業

金

名

①地域福祉活動事業
②福祉啓発イベント事業
③福祉有償運送事業
④ボランティア活動事業
⑤地域福祉事業活動等諸経費
合
計

4,575,000
1,074,000
1,033,000
100,000
2,977,200
9,759,200

※構成比については四捨五入をしています。

● 主な事業概要

額

構成比

47%
11%
11%
1%
31%
100%

30年度

平成

【会費支出】
⑤地域福祉事業
活動等諸経費
30%

①地域福祉
活動事業
47%

④ボランティア
活動事業
1%
③福祉有償
運送事業
11%

②福祉啓発
イベント事業
11%

※上記事業の中から主な事業内容を一部抜粋して掲載。

①地域福祉活動事業

◆地域福祉推進基礎組織育成事業
社会福祉協議会の職員
（小地域福祉活動コーディネーター）
が各地区の活動を
支援しました。
そして、地域福祉を推進し、地域のニーズを地域で解決していくための地域福
祉推進基礎組織の育成を図ることを目的に、各地区のコミュニティ協議会の部会
を地域福祉推進基礎組織として育成を図りました。
また、各地区の地域福祉推進基礎組織
（地区社会福祉協議会）
と今後の地域福
祉推進についての情報交換会を行いました。
◆地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会
菊川市福祉課と共同で事務局を担い、地域の各種団体等の代表の方を委員と
する推進委員会を開催し、
「第３次菊川市地域福祉計画・地域福祉活動計画」
の推
進評価を行いました。

②福祉啓発イベント事業
◆菊川市社会福祉大会
近年、私たちをとりまく環境は、困窮・貧困、虐待、孤立死、自殺、ＤＶ
（家庭内暴力）被害、ひ
きこもりなど、なかなか解決には至らない深刻な福祉・生活問題が存在しており、既存の社会
保障・社会福祉制度では十分に対応しきれていないことは多くの人が感じています。また、近
年日本の各地で地震や集中豪雨などが頻発し、突然の自然災害に備え、防災対策の必要性
がこれまで以上に認識され、地域住民による様々な取組みが行われています。
このように、誰もが安心していきいき暮らすことができる菊川市の実現に向けて、若者も高
齢者も全ての人々が自助・共助・公助の下に持てる知恵と能力を結集し、地域力を高めるため
に菊川市社会福祉大会を平成31年２月11日
（月）
に菊川文化会館アエルにて開催しました。
◆ふれあい広場開催事業
平成30年10月27日（土）に菊川市民総合体育館にて、子どもも高齢者も、障がいのある人もない人
もお互いが共に助け合い、一緒に生きていく喜びを感じられる住み良い菊川市を築き、また、福祉につ
いて考えるきっかけづくりを目的に開催しました。運営委員会と実行委員会を各４回実施し協議を重ね、
開催当日は実行委員団体やボランティア等の協力により、約600人の人たちがふれあう場となりました。

③福祉有償運送事業
菊川市に在住するひとり暮らしで身体の不自由な高齢者、身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
で、移送手段を確保することが困難なため、医療、福祉施設等本人が希望するサービスの利用や外出等が困難
な人に対して、福祉有償運送事業を実施しました。年間で180回の利用がありました。
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● 令和元年度予算概要のお知らせ

本年度の予算概要及び事業計画をお知らせいたします。

収

入

単位：千円
予算額
10,590
10
59,585
58,083
128
610
147,160
2,885
12,915
23
6,806
26,210
325,005

①会費収入
②寄付金収入
③経常経費補助金収入
④受託金収入
⑤貸付事業等収入
⑥事業収入
⑦介護保険事業収入
⑧障害者サービス等事業収入
⑨医療事業収入
⑩受取利息配当金収入
⑪その他の収入
⑫その他の活動による収入
合
計

支

入】

構成比
⑫その他の活動による収入 2.1%
3.3%
①会費収入 3.3%
0.0% ⑨医療事業収入
4.0%
18.3%
③経常経費
17.9% ⑧障害者
補助金収入
0.0%
サービス等
18.3%
0.2%
事業収入
45.3%
0.9%
収入
④受託金収入
0.9%
17.9%
4.0%
0.0%
2.1% ⑦介護保険
事業収入
8.1%
45.3%
100.0%
⑥事業収入 0.2%

出（事業別） 支出総額：331,288 千円
71,222

単位：千円

70,180
45,131
11,361

32,523

23,750

17,940

9,809 7,907 6,534 8,561 6,209 5,538

4,838 6,026
その他の事業

生活困窮者自立
相談支援事業

訪問看護事業

ぎおんの里

きくがわデイサービス

老人介護等
事業

居宅介護
支援事業

共同募金
配分金事業

センター事業

小笠 子育て支援

・地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進評価
地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会
・市民福祉教育の推進事業
市民社会福祉大学
みんなのしあわせ懇談会事業
地域福祉教育実践校助成事業
・小地域福祉活動の推進事業
小地域福祉活動推進事業
地域福祉推進基礎組織育成事業
生活支援コーディネーター事業
ふれあい健康づくり
・広報・啓発事業
広報活動事業
ふれあい広場
菊川市社会福祉大会開催事業
精神障がい者組織化支援・交流事業
共同募金運動推進事業
大規模災害被災時対応訓練
権利擁護推進事業
菊川市慰霊祭
（小笠地域）開催事業
・総合相談及び生活支援事業
福祉総合相談事業
心配ごと相談事業
結婚相談事業
生活福祉資金貸付事務及び相談支援
セーフティネット支援ネットワーク事業
成年後見推進事業
日常生活自立支援事業
自立相談支援事業（生活困窮者自立支援法事業）
「ひきこもり」問題に社会福祉施設・団体の連携での取り組み
“あいのり”タクシー実験事業
・ボランティア活動の推進事業
ボランティア相談事業
ボランティア講座等の開催

小笠
児童館事業

◇地域福祉事業

センター事業

● 令和元年度事業計画

菊川 子育て支援

菊川
児童館事業

生活支援コーディ

ネーター事業

日常生活
自立支援事業

932 1,269
ボランティア
活動事業

在宅福祉事業

地域福祉
活動事業

法人運営事業

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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【収

元年度

令和

・福祉サービス事業
福祉有償運送事業
特殊寝台貸出事業及び福祉用具貸出事業
福祉車両の貸出
視覚障がい者外出支援事業
レクリエーション用具等貸出

◇在宅福祉事業
・一般高齢者通所事業（いきいきサロン）
・移送サービス事業

◇児童館・子育て支援センター事業
・菊川児童館
・小笠児童館
・きくがわ子育て支援センター事業
・おがさ子育て支援センター事業

◇介護保険・障害者福祉事業
・きくがわ居宅介護支援事業所
・きくがわヘルパーステーション
・きくがわデイサービス ぎおんの里
・きくがわ訪問看護ステーション
・社協 きくがわ支援事業所
・共生型生活介護事業

※事業については抜粋して掲載しております。

問合せ 総務企画係（☎35－3724）

笑顔、輝いてます

－第94回－

コミュニティ最優先 情報の共有化に努力
Ｑ．現在の活動について教えてください。
現在は、加茂小学校放課後子ども教室と小川端花の会の活動をしています。
子ども教室、将棋を3年間、パソコン9年間、セーフティ（安全）6年間実施
していましたが、今年度からセーフティのみです。交通安全、地震、自然災害
全般を子ども達と話しながら勉強しています。家から学校、友達と遊ぶ場所ま
での地図を書いて危険場所を書く、家の地図・間取りを書いてもらい、危険場
所を示し話し合い、家でも家族と話し合ってもらいます。親子のコミュニケー
ションを図ることも目的にしています。
小川端花の会は平成21年に立ち上げ、「花を通して、健康で一体感のある明
るい地域づくり」を目標に21名で活動しています。現在は会費・自治会助成金・

海野 昌久 さん

（自治会名：小川端）

市の活動交付金・地域企業の応援を受け活動しています。地域の花に「ビオラ」を決め、全戸対象に無料配
達・公会堂でコミュニティタイムを設け花の無料配布・花壇間を結んだウォーキングコースを作り、そのコー
スを健全育成主催で年1回ウォーキングをしています。現在は花の会で地域を知ってもらうために、コース
上の歴史、菊川で使われる方言を冊子として作り配布・子ども会と一緒にチューリップ植えを行っています。
皆で考えて作った、この様な施策が実り、地域づくりコミュニティ県優秀賞を受賞。また、綺麗な地域にし
たいという思いが、市から環境美化賞・花壇コンクール最優秀賞を頂きました。
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。
地域の仲間15人で地区史「小川端100年の歩み」を作ったことが一番の思い出です。
自治会役員時、駿河湾地震（H21.8.11）があり、加茂地区は多くの被害を受け祭典・体育祭を中止とし、
災害復旧時に代替え行事を自治会として、平成22年2月にふれあいスポーツ大会を開催しました。好評の為、
翌年加茂地区コミ協主催で第1回「コミュニティふれ愛スポーツ大会」を開催し、現在に至っています。ま
た、被害状況を加茂地区全戸対象にアンケートをとり、冊子としてまとめ全戸に配布。このような対応により、
市安全課の推薦で、静岡県地域防災活動推進委員に委嘱され5年間活動しました。平成26年加茂地区に「加
茂地区防災女性の会」を立ち上げ、「第1回ふじの国男女共同参画防災ネットワーク会議」で事例発表し、防
災女性の会が県の先駆者的な発表となりました。
平成29年9月に静岡新聞社の防災の取材を受け、防災特集のトップ記事として紙面の半分近くを占める報
道に大変驚きました。
平成26年6月24日知事広報“平太さんと語ろう”で防災について発言し、お話しができ大変良い経験をしま
した。
Ｑ．趣味や楽しみなことは何ですか。
趣味は、グランドゴルフ、将棋、夏山登山です。現在、登山は止めましたが、昭和42年夏、槍ヶ岳登山の
帰りに明神池で当時の皇太子、妃殿下（美智子様）、浩宮様をお見かけし、
美智子様の美しさに夢中でご一家の写真を撮ったことが良い思い出です。
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。
花の会の賀茂神社の花壇を庭園化し、JRのさわやかウォーキングコー
スに入れてもらいたいと思っています。今、チューリップが満開でとて
も綺麗です。（インタビュー時4月）

※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

ＮＰＯ法人

ハートあんどハート菊川
地域の皆様に支えられ、おかげさまで２５周年

私達は平成６年９月菊川市初の有償ボランティアの組織と
して発足しました。
「困った時はお互いさま」の助け合い精神で高齢者・障が
い者等が地域の中で安心して暮らし続けるためのお手伝い
（支援活動）をしています。
多様性と柔軟性をもち、今後もご利用者様主体の心ふれあ
う温かいまごころサービスの提供を目指します。

＜主な活動内容＞

①介護保険制度における

・居宅介護支援（介護相談・ケアプラン作成）
・訪問介護（ホームヘルパー）

②障害者総合支援法における

・訪問介護（ホームヘルパー）
・同行援護（視力障害者への支援）

③菊川市地域生活支援事業における
・移動支援

④助け合い事業

・まごころ在宅支援（家事支援・受診付添等）
・福祉有償運送（送迎サービス）
・子育て支援（子守り・産前産後のママへのお手伝い）
・家の中片付け隊
・入院中のお洗濯サービス

訪問介護ヘルパー

＜スタッフの紹介>

＊介護支援専門員（ケアマネジャー） ２名
＊介護スタッフ				
13名
（訪問介護ヘルパー・運転協力者）

＊その他の協力者会員			

15名

“常に明るい笑顔ではつらつと”

運転協力者

ご利用者様のお気持ちを大事に寄り添うケアを心がけます。
身体介護はもちろん、お掃除大好き、お料理も任せて下さい。

あなたも私達と一緒に活動してみませんか？

ご協力して下さる方、お気軽にお問合せ下さい。いつでもお待ちしております。
<<問合せ>>
ハートあんどハート菊川事務局 菊川市半済６－１（六郷小学校近く）
TEL 0537-35-8070
FAX 0537-35-5696
5

担当：沖

「みなさまへのご報告」
第７回「菊川市障害者フライングディスク交流大会」を開催しました。
令和元年５月１８日（土）に菊川市民総合体育館にて、第７回菊川市障害者フライングディ
スク交流大会が開催されました。
参加者は６０名、ボランティア１１名により午前１０時開始から午後２時まで、途中お昼休
みを挟んで、競技を楽しみました。本大会も早いもので７年目を迎えました。参加者の皆さんは、
フライングディスクを通じて体力増強増進、並びに、障がい分野を超えて親睦を深め、いきい
きとプレーされていました。成功した場合はもちろん、的〈枠〉を外したプレーにも惜しみな
い拍手が送られていました。大会終了後、表彰式が行われ、皆さんたくさんの賞品をいただき、
帰路に就きました。

ひと の

人之世 タスケ

よ

居場所開催中！ 寄ってみませんか？新しい出会いや発見があるかもしれません。
オープンくすりん
小笠東地区コミュニティセンターくすりんで、毎月第２・３・４木曜日の午後1時から午後４
時まで開所しています。それぞれおどりの会（第２）、シスターズ（第３）、うたう会（第４）
が開催されておりそれらに参加しても良し、別室のカフェスペースでおしゃべりを楽しむも良し、
要望あれば麻雀や卓球もできます。
おしゃべりカフェみなみやま
小笠南地区コミュニティセンターみなみやま会館で、毎週木曜日の午前10時から午後1時ま
で開所しています。地区センターの和室が居場所。縁側から和室へ入ると、ゆったりのんびり、
おしゃべりなどを楽しむことができます。別室で親子連れのイベントがあると、居場所にかわ
いい来客が寄ってくれる時もあります。

オープンくすりん～うたう会～

おしゃべりカフェみなみやま

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”）
「高齢者サロンもみじの会」

潮海寺地区の高齢者サロンもみじの会です。平成12年に当時の民生委員が中心になって発足し、
代々の民生委員が会を運営しています。季節折々に合った行事を取り入れながら、毎月２回公民館で
午前中のみ活動しています。活動の内容はおしゃべりや合
唱が主体で、準備や費用が掛からないよう工夫しています。
外部のボランティアグループの催し（七福神、舞踊、朗読）
を頂き大変助かっています。外出も積極的に行っています。
（施設訪問、地区センター行事の参加、花見と食事会など）
９０歳以上の方もいますので、社協のレンタル車いすを最
近利用しました。皆様の応援を頂きながらこの会を継続し
ていきます。
問合わせ先 菊川市社会福祉協議会 ☎３５ー３７２４

ボランティアグループからのお知らせ

「筋力アップ応援隊」 養成講座 参加者募集

え んのした

縁之下 チカラ

ご当地体操「菊川いきいき体操」を学び、家族や友人、近くの集いの場などで体操を伝えることで、
元気な未来を応援しませんか？
日
時 令和元年８月１日～10月10日 13：15～15：45（毎週木曜日）
会
場 嶺田地区コミュニティセンター（みねだ会館）
対
象 菊川市内在住の方
講
師 菊川市立総合病院リハビリテーション科理学療法士
申 込 先 菊川市長寿介護課 高齢者福祉係 電話３７－１２５４
～講座終了後はボランティアとしてデビューしている方が多数
いらっしゃいます～

ボランティア体験講座

参加者募集

ボランティアにもう参加した人も、これからの人も、だれでも参加ＯＫ！
日
時 令和元年８月21日（水）13：30〜15：30
会
場 菊川市中央公民館
対
象 小学生３年生以上（親子参加可）〜高校生
内
容 ①体験：「近隣たすけあい体験ゲーム」
カードを使って「たすけあい」や「自分にできること」を考えてみよう
②講話：「地域のたすけあいって何？どうして必要なんだろう？」
講
師 菊川市社会福祉協議会
定
員 15名
申
込 ７月12日（金）までに、学校から配布される申込用紙を学校へ提出してください。
申込用紙が無い場合は、菊川市教育委員会社会教育課へお問い合わせください。
※本講座は菊川市ボランティアポイント・中高生は静岡県青少年指導者初級認講座対象です。
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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 ☎35-3724

参加者募集

各種事業

まちの居場所ボランティア募集
社会福祉協議会では、生活支援コーディネーター事業の取り
組みとして市内各地に“居場所”が広がるように活動をしています。
“居場所”に興味のある方、“居場所”で過ごしてみたい方、空い
た時間を活用して何かしたい、得意な事を活かしたい、人とお
話しをすることが好き、子どもの勉強などみてあげたいという方、
一緒に居場所を作り、活動しませんか？活動時間は１～２時間
程度から１日まで、都合のつく時間で構いません。平日のちょっ
と空いた時間に活動可能な方、お気軽に問い合わせください。
居場所とは…
だれでも気軽に自由に過ごせる場所です。出入り自由、過ご
し方も自由です。
問合わせ先
菊川市社会福祉協議会 ☎35-3724

〜災害時の絆のつなげ役〜

災害ボランティアコーディネーター養成講座参加者募集

会

場

内

容

定

員

申

込

令和元年７月21日（日）13:00～17:00
令和元年８月18日（日）13:00～16:20
令和元年８月31日（土）午前中
１ 日 目：喜久の園 地域交流センター「うらら」
２・３日目：菊川市総合保健福祉センター プラザけやき
１日目：講義「第４次被害想定、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：講義「災害ボランティアコーディネーターとは」
「菊川災害ボランティアコーディネーターの活動」
「災害ボランティア活動体験発表」
３日目：災害ボランティア支援本部立ち上げ訓練参加
２０名
・市内在住または在勤の方
・災害ボランティアコーディネーターの活動に関心のある方、参加してみたい方
7月12日（金）までに菊川市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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

日時

７月 １日（月） ９：００～１２：００
７月16日（火）１３：００～１６：００
プラザけやき
７月 ５日（金）１３：００～１６：００
７月22日（月） ９：００～１２：００
中央公民館

心配ごと相談
会場
日時
会場

８：１５～１７：００

よりそい

時

寄添 マモル

日

結婚相談
日時

７月 ５日（金）１８：００～２１：００
（受付２０：００まで）
７月14日（日） ９：００～１２：００
（受付11：00まで 都合により第2日曜日になります。）
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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