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検索

社協（社会福祉協議会）は、みなさんと共に

「安心していきいき暮らせるまち」を考え、推進する民間団体です。

「ふれあい広場」参加団体募集

平成 26 年 10 月 25 日（土）９：３０〜１５：００
菊川市民総合体育館
菊川市ふれあい広場実行委員会・菊川市社会福祉協議会
市内在住の方々による団体やグループ
※数回開催予定の実行委員会に出席をお願いします。
参加内容
展示・体験教室・手作り品販売・ステージ発表など
※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 30 日（金）
申込先・問合せ
菊川市社会福祉協議会 ☎３５−３７２４
日
時
場
所
主
催
参加対象

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

この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。

社会福祉協議会貸出用具をご利用ください
社会福祉協議会では次の貸出を行っています。
申請は全て菊川市社会福祉協議会（プラザけやき内）の１階窓口で行っています。

福祉用具
どんな人が借りられますか？
☆身体が不自由になり、
補助器具が必要になられた方が借りられます。

どんな物を借りられますか？
☆車いす 介護ベッド ポータブルトイレ 浴槽手すり シャワー椅子
器等です。

四点杖

歩行

借りる方法は？
☆電話または窓口で予約してください。
申請 → 貸出 （貸出期間は概ね１ヵ月間）

シャワー椅子

浴槽手すり

歩行器

車いす

四点杖

福祉車両
どんな人が借りられますか？
☆車いす生活者または車いすで移動される方。

どのような車ですか？
☆車いすに乗ったまま乗車ができる車両（ワゴンR）
です。

借りる方法は？
☆電話または窓口で予約してください。
申請 → 貸出 → 返却 （実費のみ支払い）
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レクリエーション用具
どんな物を借りられますか？
☆輪投げ、
ボーリング、
玉入れ、
ウッドアンバランス、
お手玉、
かるた等40種類。サロンや老
人クラブ、
子ども会等でのレクリエーションで使用できます。写真等で御覧になれます。

借りる方法は？
☆電話または窓口で予約してください。
申請 → 貸出 （貸出期間は１週間） →

フロア玉入れセット
（赤・白・黄・緑）

返却

サークル輪投げ

ジムニックプラスボール

室内グラウンドゴルフ

トスラーンターゲット

疑似体験セット
どんな物を借りられますか？
☆高齢者疑似体験、
視覚障がい体験、
新生児抱き人形があります。

借りる方法は？
☆電話または窓口で予約してください。
申請 → 貸出 （貸出期間は１週間） →

高齢者擬似体験セット

返却

視覚障がい体験セット

お困りの時はご相談ください

【問合せ先】 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会
菊川市半済１８６５
（プラザけやき内） ☎：35−3724 FAX：35−3202
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笑顔、輝いてます

第33回

菊の花のことなら何でも聞いてください
Ｑ 現在の活動について教えてください。
私は『菊川市花の会』の会長をしています。現在94歳です。最近『花の会50周年記念冊子』をつく
りました。私は昭和38年頃花の会へ入り昭和59年から副会長、
平成２年から会長を続けています。以
前は1500人位会員がいましたが現在会員数は350人です。
堀之内体育館の西側のハウスで苗を育てています。グリーンバンクから春と秋に種をいただくので、
その種を蒔いて、
芽が出たらそれを１本ずつポットに植え替え
る作業も私たち会員で行っています。サルビア、
日々草、
キンセ
ン花、
葉ボタン、
マリーゴールド、
パンジー等を育てています。
育てた花は、
東遠学園や地区センター、
和田公園、
庁舎やプ
ラザけやき、
小笠支所や中央公民館にも提供しています。会
費は年間500円ですが会員の皆さんにも育てた花が届くよう
にお分けしています。年々会員が減っているので花の好きな
市民の皆さんにぜひ加入してほしいと思います。
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。
菊川市になり、
菊の花が市の花と決まったことをきっかけに、
菊の花のことなら何でもわかる物知り
になろうと思いました。そして育て方や品種、
肥料、
消毒から全てのことを独学で学びました。誰に聞
かれてもすぐ答えられるように勉強や研究をしたので、
今では何を聞かれても何でも答えられますよ。
以前は菊川西中の廊下を借りて第1回の菊花展をやりました。45年くらい続けています。昔は菊川
会館やアエル、
今は噴水広場で菊花展を開き大勢の皆さんに楽しんでもらっています。 きれいだね
素晴らしいね と言ってもらえて嬉しいです。
Ｑ 趣味や楽しみなことは何ですか。
碁ですね。
昭和12年に国鉄に入り、
昭和15年に兵隊に入りました。
６年10ヵ月兵隊に行って碁を覚えました。
今では自称３級の腕前です。花の世話でなかなかできませんがこれからはゆっくり碁を楽しみたいです。
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。
私は音楽を聴くのが楽しみです。レコード盤もた
くさん持っていますよ。最近は針が悪くなってしまい
ましたが「新世界」やクラッシック音楽を聴いている
と心が安らぎます。
皆さんが助けてくれたので、
平成20年県知事表彰、
平成21年環境大臣表彰をいただくことができました。
本当にありがとうございました。
※「花の会」の会員募集中です。

戸塚秋太郎さん（新通）
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施設や団体の紹介コーナー

NPO 法人

砦

２００７年(平成１９年) ５月に前身である獅子ｹ鼻･は
す池の会が､大石地域の有志９名により環境保全ボラ
ンテｲアとして組織されました。その目的として、
永きに
わたり手つかずで、
陽も差し込まない状態の史蹟獅子
ヶ鼻砦跡の展望広場を囲む山林(県､市有地)･登山道
の保全整備です。
具体的な活動としては、
老朽化した高木樹木の再生に
向けた伐採・立ち枯れ木の処分・登山道及び周辺の草
刈り処分・小雑木の整備、
そして里山再生の楽しみとし
て若い木を育てています。活動の財源として県の森づ

▲小菊荘の春（桜）

くり支援、
菊川市の１％支援、
小さな親切運動等ご協力をお願いしております。
地域においては、
通称城山として親しまれ、
また２５年ほど前には個性的なアスレチック遊具も評判
で、
隣接する・はす池公園・はす池多目的グラウンドと合わせておおいに賑わいました。
一方この頃では、
見える環境問題として、
放置山林・荒廃農地等、
社会問題としても捉えられていま
す。
活動も順調に経過する中、
平成２１年には組織の法人化を進め、
現在の地域づくり団体ＮＰＯ法人
砦がスタートしました。
その後、
菊川市営保養センター「小菊荘」の指定管理者としての認定も受け、
現在２期目、
通算５年
目の運営管理を、
市民みな様のご理解を源として進めております。
今後におきましても、
会員１３名一丸となり嶺田地区内、
大石に位置する「小菊荘」
・はす池公園・は
す池グラウンド・獅子ヶ鼻砦跡山林をひとつに継続的な地域づくり、
社会貢献活動として積極的に取り
組んでいきます。
是非お立ち寄りください。

▲小菊荘の春（こいのぼり）
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▲環境の整備

「みなさまへのご報告」
ご寄付ありがとうございました（１月〜３月）
心温まる浄財および物品は、社会福祉事業に有効活用させていただきます。
浄財寄付

㈱ブライトネス

様

＊福祉用具の寄贈をいただきました。
寄贈年月日

平成26年３月17日

寄

山田

贈

者

徹

様

静岡市葵区（菊川市沢水加出身）

※元菊川市民生委員児童委員
寄贈理由

三井修司

氏の叔父

生まれ育った郷土の福祉のために少しでも役に立てばのお気持ちからご寄附されま
した。

寄

贈

品

福祉用具７点（リクライニング車いす、車いす、浴槽用手すり等）

山田

３月９日

徹

様

寄贈代理人

三井修司氏(写真右)

菊川市民社会福祉大学を開催しました

「菊川市における高齢者、
児童、
障がい者虐待の実態につ
いて」菊川市長寿介護課、
こどもみらい課、
福祉課の三課か
らそれぞれ報告をいただきました。
また
『地域における権利擁護の推進にむけて』
と題し野澤
和弘氏（毎日新聞社論説委員）の基調講演をいただき収穫
のあるお話を聞かせていただき100名の参加者から好評を
いただきました。

３月２０日

市長、副市長へ社協事業報告をしました
平成22年度に実施した「菊川市における『地域福祉推進』
への提言」の内容のひとつでもある『「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』について、これまで
取り組んできたことの報告をしました。また25年度開催した
「みんなのしあわせ懇談会」や本会が民生委員児童委員を対
象に実施した意識調査から出された地域福祉課題の報告も
しました。

子育て相談 火〜土曜日 8：15〜17：00 子育て支援センター☎37-1135 小笠児童館☎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”）
「子育てサポートりぼん」
私たち子育てサポートりぼんは、
オレンジ色のエプロン、
ポロシャツを
トレードマークに、
菊川市内を中心に活動しています。
託児、
読み聞かせに加え、
自主的な企画 すまいるサロン では、
気軽に
おしゃべりのできる場や食育、
絵本、
ヨーガ、
ベビーマッサージ等の講座も
開催。託児では命を預かる思いで、
目を見て話しスキンシップを大切にし
ています。読み聞かせに、
昔話やわらべうたを多く取り入れています。
オレンジ色のりぼんを見かけたら、
気軽に声をかけてくださいね!!
mail：supportRBN-2000@c.vodafone.ne.jp
☎090-6642-8844
問合せ先 ボランティアセンター ☎３５−６３８５

ボランティアグループからのお知らせ
「折り紙教室入門クラス」参加者募集
折り紙ランドでは、毎月折り紙教室を開いています。スタッフが教えてくれますので、安心してご参加く
ださい。
日
時
毎月第２土曜日 10:00〜12:00 ※８月は「夏休み折り紙教室」があるためお休み
場
所
菊川市町部地区センター
対
象
小学１年生以上
持 ち 物
・材料費（小学生100円、大人200円）・はさみ ・両面テープ ・セロテープ ・筆記用具 ・折り紙
申込締切
各教室日の一週間前
そ の 他
・全教室でも、好きな月だけでも参加申し込みできます。
・折り図が読める小学４年生以上が参加できる「チャレンジクラス」も募集しています。
・見本が、町部地区センターに展示してあります。
問合せ・申込み先
折り紙ランド（永井） ☎３６−２３２８（平日19:00〜21:00のみ）

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。
催
菊川市社会福祉協議会
時
第１日目 平成26年５月28日（水） 9:30〜16:00
第２日目 平成26年５月29日（木） 8:45〜15:00
※２日間とも受講が必要です。
内 容
講義、実技 等
会 場
第１日目 プラザけやき
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
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
20名（先着順）
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、ファクシミリ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。
問合せ先
主
日

求むボランティアさん

ボランティアセンター

☎３５−６３８５

花壇整備ボランティア募集
東名菊川インター前の花壇整備に御協力いただける方を募集しています。ぜひ一緒に活動してみませんか？
活動内容 花植え、水かけ、レンガアートなど時期によって変わります。
活 動 日 不定期（主に平日）
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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☎36-6385

参加者募集 各種事業
『平成26年度こころ元気支援ボランティア講座』受講者募集
精神保健福祉の中での大きな課題は、こころの病を理解するとともに、その障がいを持ちながらも
精神障がい者が市民と共に安心して暮らせる地域づくりをめざすことであります。
精神障がい者が地域社会でごく普通の市民として暮らしていくためには、地域住民の理解と協力が
欠かせません。その正しい理解を広げていくために、精神保健福祉ボランティア講座を開催し情報発信
していきたいと考えています。
日時・会場 ５月29日（木） ９：00〜15：30 プラザけやき 集団検診ホール
５月30日（金） 13：00〜15：30 プラザけやき ２０１会議室
定
員 20名
申込み・問合せ先 地域活動支援センターMネット（菊川市赤土1660-1） ☎73-1020

ふれあい健康づくり「レクリエーション講座」開催
各々の地域で活用されている、レクリエーションの取り組みは、地域の中での居場所と
なり、人との輪をつないでいきます。
この講座を通じて、レクリエーション活動の進め方や言葉かけ、かかわり方等について
学びましょう。また、認知症を発症するのを予防し、身体の健康を保ちましょう。
さあ、まずは、講座に参加して、心と体をリフレッシュし、共に楽しみを共有しましょう！
回

開

１

５月３１日（ 土 ）

２

６月２８日（ 土 ）

３

７月２４日（ 木 ）

４

８月２８日（ 木 ）

催 日

場
13：30〜15：30

所

菊川市総合保健福祉センター
プラザけやき ２０１会議室

（受付開始13：00）
持ち物 飲み物、タオル（運動ができる服装）
定 員 30名程（先着順） 参加に関しては、一日参加も可能
申込み・問合せ先 菊川市社会福祉協議会 地域福祉係
☎35-3724

『第２回菊川市障害者フライングディスク大会のご案内
日
会

時
場

平成26年６月７日（土）10：00〜15：00（９時集合）
菊川市民総合体育館
会場へは各自お願いします。
バスは「菊川市役所小笠支所前」で降車ください。
参加資格 障害者手帳を受けている人（身体、知的、精神）
参 加 料 1,000円（弁当代、参加賞代、スポーツ保険代、賞品代）
申込〆切 平成26年５月27日（火）
申込み・問合せ先 菊川市社会福祉協議会 ☎35−3724

相
談
窓
口

結婚相談

福祉総合相談
日時

月〜金曜日

８：１５〜１７：００

心配ごと相談
日時

5月 １日（木） ９：００〜１２：００
5月１５日（木）１３：００〜１６：００
会場 プラザけやき
日時

5月 7日（水）１３：００〜１６：００
5月20 日（火） ９：００〜１２：００
会場 菊川市役所 小笠支所

日時

５月 ２日（金）１８：００〜２１：００（受付２０：００まで）
女性のための相談日
５月１８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
日時
５月１２日（月）・１９日（月）１３：００〜１６：００
会場 菊川児童館（プラザけやき２階）
予約電話 ０９０−１４７６−３２３３

この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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