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社協
（社会福祉協議会）は、みなさんと共に

検索
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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

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

～今年も楽しく元気に過ごしました～

児童館・子育て支援センターにたくさんの子ども達、親子の声が響きました。笑顔の花も
咲きました。自由来館やお友達との触れ合いの中で、ボードゲームや工作、読書、おしゃべ
りなど思い思いの過ごし方で、夏の楽しい思い出の1ページを作りました。
今月号は菊川児童館・小笠児童館の様子を特集します。これからも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

～小笠児童館にて～

2019

夏のおたのしみ会

暑い夏の日（7月28日（日)）今年も小笠児童館で夏のおたのしみ会が行われました。あいにく
の台風で順延となりましたが、たくさんの親子、子ども達が遊びに来てくれました。ボランティ
アさんも大活躍。茶ラリーマンも多くのお友達に囲まれました。おもちゃ屋さん、お団子屋さ
ん、ヨーヨー屋さん、くじ屋さんなど、子ども達が思い思いのお買い物を楽しみました。
くじ屋さんで
ゲットしたものは？

いらっしゃい
ませ！
手にあふれん
ばかりのお買
いもの

ボランティアさんは売り子になりきり、
一生懸命に売りました。
子ども達はいっぱいお買い物を楽しみま
した。

オープニングから茶ラリーマンが登場！みんなに囲まれ、ハイポーズ!!
プレゼンターもつとめてくれました。

ンゴ！
リーチ！ ビ

ビンゴ大会は大盛り上がり
景品ゲット！！

ヨーヨー屋さんは大人気！
夏のおたのしみ会の根強いアイテム
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～菊川児童館にて～
菊川児童館では、”夏休みクッキング・工作”にたくさんの小学生が参加しました。ボランティ
アの中高生も一緒に作ってお世話をしてくれたので、上手に出来ました。”小中高生プレイルー
ム”でも仲良く過ごしました。就園前の子ども対象の”水遊び”も、安全に楽しむことが出来まし
た。子育て支援センター事業の”ミニ夏祭りごっこ”には、浴衣姿のちびっ子たちが参加してくれ
ました。
花束クレープとトロピカルフィズ♡（小学生夏休みクッキング）

カタカタ人形作り、
真剣です。
（小学生夏休み工作）

ラキューで動物作り

ディアボロに挑戦中!！

（小中高生プレイルーム）

（小中高生プレイルーム）

ジュースくださいな♪
（ミニ夏祭りごっこ）

水遊び、大好き♪
牛乳パックとペットボトルで
ガチャガチャ

児童館は、0歳～18歳までの子ども達を対象に「健全な遊び場」を提供し、子ども達の心身の
健やかな成長を応援する施設です。また、子育て支援センターは親同士が情報交換したり、育児
不安、悩みごとについての相談をお受けします。
自由に来館できます。お気軽にご利用ください。
開

館

日

火曜日～土曜日

休

館

日

日曜日・月曜日・祝日・年末年始

お問合せ先

9：00～16：30

菊川児童館・きくがわ子育て支援センター【菊川市半済1865】☎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】☎73-5698
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笑顔、輝いてます

－第97回－

手話は言語
Ｑ．現在の活動について教えてください。
菊川市手話言語条例推進委員会委員、菊川市身体障害者福祉会ろうあ部監事、
ボランティア連絡協議会理事、専門学校の手話講師（非常勤）をしています。
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会の元理事で、現在理事は降りていますが、
“親子手話教室”は、手伝っています。”親子手話教室“は、親が聴こえる人・子ど
もがろうあ者で、親は午前中手話学習・午後は座談会で子育ての悩み等を話し
合います。子ども達は七夕やクリスマスケーキ作りなど季節に応じたイベント
を楽しみます。子ども達から元気をもらっています。
ろうあ者は、手話通訳者がいないと会話をしたくても通じないことも多く、
池中 義一 さん
特に命に関係する会話は手話通訳者がいないと安心できません。昔は、仕方が
（自治会名：島）
ないとあきらめていたのですが、昭和49年小笠ろうあ協会の理事になり、初め
て憲法25条“すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”を知り、「待っているだけで
はダメで、自分たちも働きかけなければいけない」ことが解かりました。「I love コミュニケーション」とい
う冊子で普及活動を行いました。その冊子を買ってくれた人が意見を言ってくれたり署名運動も行い、“国”が
意見を聞いてくれるようになりました。それがきっかけで、都道府県に手話通訳派遣制度ができ、安心して
暮らせるようになりました。また、普及活動と同時に、昭和49年に「太陽の会」を立ち上げ、協会と両輪で
現在まで活動してきました。おかげで菊川市手話言語条例が制定されました。
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。
菊川市手話言語条例が制定され、「手話はろうあ者の言葉」
と認められました。最近では近所で「手話教室を開催してほ
しい」と言われました。学校の福祉教室で手話が行なわれる
と、地域で見たことがある子どもが増え、あ い さ つ を 交 わ せ
る 子 ど も も い ま す。30年 前 と 違 い”ろ う あ 者 ”と い う だ け
で、”かわいそう”と思われず、理解を示してくれるようにな
りました。ふれあい広場で寸劇や体験コーナーもやりました。
いろいろと働きかけることで変わってきたと思います。最近
では、駅員さんが筆談をしてくれるのが嬉しいです。
全日本ろうあ連盟６０周年でつくった映画「ゆずり葉」に
出演したことも印象に残っています。監督もろうあ者で、ろ
うあ者の理解に努めるには良い映画です。

第３８回静岡県ろうあ者体育大会

Ｑ 趣味や楽しみなことは何ですか。
趣味は庭造り、海釣り、マウンテンバイク、彫刻です。静岡
県聴覚障害者協会の理事を降りたので、少しずつ趣味の時間も
増やし楽しみたいです。一度、ワカサギ釣りに行ったのですが、
針が小さく上手く餌を付けられなかったので、あきらめました。
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。
体調に気を付け〈血圧が上がらないように〉
、船に乗って海
釣りを楽しみたいです。大きい魚を釣ったことが無いので、大
きな魚を釣ってみたいです。

夏休みこどもクラブ

※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

防災士菊川市委員会
防災士って何なの？
防災士は、防災や救命に関する知識・技能の修得を認
証する民間資格です。自主防災組織、災害、情報、救急、
予防、復興、法令など30余の講座や訓練を約50時間学び、
試験に合格すると防災士となります。静岡県では「ふじ
のくに防災士」の養成を行っており、概ね同様の講義や
実習を修了すると「ふじのくに防災士」として認証され
ます。

防災士の広がり
昨今、自然災害が多発する中で、全国的にも、防災士

防災フェア―にて

の取得支援を行う自治体が増えてきています。市町村全自治会への配置や議員全員が資格取得を目
指すケースも出始めています。

菊川市の防災士
菊川市委員会は、昨年立上げ、現在11名（防災士及び
ふじのくに防災士、1名は女性）で活動しています。（市
内には、11名以外にも行政関係者をはじめ、数人以上の
防災士がいます。）
主に、市主催の防災フェア―への出展、地区防災組織
での防災訓練、児童生徒への防災知識の啓発や訓練等で
活動しています。将来的には、防災講演会の主催や地区
通学合宿にて（地震体験車）

防災計画の策定にも積極的に取り組んでいきたいと考え
ています。

問合せ先

事務局

菊川市青葉台2−6−10
☎３６－２０５７

自主防災でのＨＵＧ
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「みなさまへのご報告」
「西風の会」がプラザけやきの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18日
（木）と8月16日
（金）
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
ども達が利用する中庭をとても綺麗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。

「振り込め詐欺被害防止対策」の講演会を開催しました
７月25日（木）、みねだ会館において、菊川警察署管
内防犯指導員の牛木ひさ江氏を講師に迎え、
「振り込め
詐欺被害防止対策」の講演会をシニアクラブ菊川女性
部主催により開催しました。
県内での振り込み詐欺被害状況や、高齢者を狙った
犯罪の傾向と対策について学びました。また、巧みな
心理操作にだまされず、被害に遭わないために、情報
を正しく知ること、地域での防犯対策の必要性につい
ても学びました。

「まちの居場所

東部ふれあいプラザ」開所しています。

まちの居場所とは？どなたでも気軽に自由に過ごせる場です。お散歩のついでに、子どもと出
掛けたついでにおしゃべり、ちょっとの休憩に。特別な行事やものはありませんが、自由に過ご
せる時間と場所を用意しています。
出入りは自由ですので気軽にお立ち寄りください。
場 所 東部ふれあいプラザ
（菊川市潮海寺２９４７－６）
日 時 第2・４木曜日
１０：００～１５：００（祝日はお休み）
※毎回移動販売車が来ています（１１：５０頃）
※利用予約などは必要あり
ませんのでお気軽にお越
しください！

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”）
福祉マップづくり委員会
私たち、菊川市福祉マップづくり委員会では「誰もが安心して住みやすい」というキーワードの
もとに毎月第４土曜日の午前中、月1回のペースで活動を行っています。
平成５年の結成以降、公共施設や病院、商店などで入口や場内の段差の有無や入口・通路の幅、
トイレの状況など点検し、「福祉マップきくがわ」や「トイレマップ」を発行しました。現在の活動
の中でも、新しい公共施設や観光施設、商店な
どが出来ると無理のない範囲で点検活動に出掛
けています。福祉マップやトイレマップの第２
弾が発行できる様に、頑張って活動しています。
何分人手が必要な活動です。あなたも私たちと
一緒に菊川の「まち」を歩いてみませんか。
問合せ先

菊川市社会福祉協議会
☎３５－３７２４

交流研修会を開催しました。
菊川市ボランティア連絡協議「ゆう＆あい菊川」の一
事業として、他市ボラ連との交流研修会を毎年行ってい
ます。今回は袋井市ボランティア連絡協議会と行いまし
た。各市から１グループずつ活動紹介の時間を設け、菊
川市は手話サークルによる手話の歌をうたい、手話の歌
を通し場が和むと同時に一体感が生まれました。グルー
プに分かれた情報交換会では「元気に楽しくボランティ
ア」をテーマに話し合いが行われ、積極的に情報交換が
行われました。近いところ、良い面は参考にし、協力し
合って行ければと思います。

参加者募集

ボランティア講演会

私たちがボランティア活動を行う環境は、子どもから高齢者まで多世代、個性の多様化があり、
その対応も多様です。「怒りの感情」について知ることで自分自身のメンタルヘルスやモチベーショ
ンを高めるスキルを身に着け、相手との信頼関係や協働関係を築くことに役立てませんか?
ぜひ、ご参加ください。
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１１月２３日（土）13：30～15：30
菊川市総合保健センタープラザけやき
菊川市ボランティア連絡協議会「ゆう＆あい菊川」
講演 「アンガーマネージメント研修～怒りの感情をコントロールする～」
菊川市家庭医療センター（あかっちクリニック医師）藩 鎮敬氏
ボランティア活動に参加している方、関心のある方、これから参加しようと思う方 等
１１月１３日（水）まで
菊川市社会福祉協議会 ☎35-3724 FAX：35-3202

ボランティア相談 月～金曜日 ８：15～17：00 プラザけやき ☎35-3724

寄添マモル

日
時
会
場
主
催
内
容
講
師
対
象
申込期限
申 込 先

参加者募集

各種事業

菊川市慰霊祭(小笠地域)を挙行します
小笠地域戦没者遺族の皆さまへ
御霊たちの安らかなご冥福をお祈りすべく、小笠地域慰霊祭
を挙行いたしますので、ご参集いただきますようお知らせい
たします。
日
程
会
場
問合せ先

令和元年１０月１６日(水)

午前９: ００開式

菊川市民総合体育館
菊川市社会福祉協議会 ☎35-3724
※当日は、室内用履物等をご用意ください。

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
へ歳末たすけあい運動でいただいた募金を配分する事業です。
菊川市に居住し、世帯全員が住民税非
５ 著しく生活にお困りの世帯（生活保護世
課税世帯で、次のいずれかの要件に該当する世帯。
帯を除く）
１ 満18歳未満の子どものいる世帯で、児童 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
扶養手当の全額受給世帯
２ 中央公民館1階 ロビー
２ 次の手帳を取得している障がい児・者の
配分金事業に申請を希望される方は『歳末たす
いる世帯（在宅に限る）
けあい募金配分金申請書』に必要事項を記入し、
（1）身体障害者手帳１級または２級
申請してください。
（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 申 請 先
３ 要介護4または要介護５の要介護認定者
社会福祉協議会窓口へ提出
を自宅で介護している世帯
受付期間 10月１日（火）～11月６日（水）
４ 満65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯で、 問合せ先 菊川市社会福祉協議会
経済的支援を必要とする世帯
☎35－3724
対 象 者

きくがわ訪問看護ステーション
資

格

勤 務 日
勤務時間
募集内容
提出書類

職員募集

看護師
月曜日～金曜日（土・日休み）
8：15～17：00
正規職員 １名
履歴書(写真貼付)

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

10月 １日（火） ９：00～12：00
10月15日（火）13：00～16：00
プラザけやき
10月 ７日（月）13：00～16：00
10月21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

急募

採用試験については、面接を予定し
ています。詳細については下記担当までお問合
せください。
そ の 他

申込・問合せ先

菊川市社会福祉協議会総務企画係
堀川 ☎３５－３７２４

結婚相談
日時

10月 ４日（金）18：00～21：00
（受付20：00まで）
10月20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、不登校相談
日時
会場

月〜金曜日 ８：１５～１７：００
プラザけやき
※毎月第１月曜日（祝日の場合は翌週）には、
ひきこもり・不登校サロンを開設しています。
予約電話 ０９０－１４７６－３２３３
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