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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。

特集 就労支援

仕事に就くための職場体験をしてみませんか？

菊川市社会福祉協議会では、ひきこもりなどでただちに「一般就労」をするのが困難な方を対
象に、市内社会福祉施設等にて職場体験の場を提供しています。
まずは、クリーニングや清掃作業等の軽作業を行い、自分のやりたいこと、
できることを見つけ
てみませんか？

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。

職場体験から一歩前に

・支援を必要とする人に対して
Ｍネットの相談支援事業所と社会福祉協議 会

・法人間の連携について
各法人間の連携が一番重要だと思います︒認知
症や成年後見等︑問題はどんどん広がっていきま
す︒
社会福祉協議会に相談があり︑各法人でどんな
支援をするのか︑ケースケースで一緒に考えてい
ければと思います︒

について
障がいをもった人たちが働く場だけではなく︑
�受入れ施設のインタビ��から� 市民が利用できるよう︑ひきこもり︑生活困窮者
も一般就労の前に事業所で支援していきたいと
菊川市社会福祉協議会では︑菊川市に住所を有 思っています︒
する方で︑ひきこもりなどで﹁一般就労﹂をただち
社会福祉協議会がキーパーソンとなり︑様々な
に目指 すのが 困難な方 を対象 とし て︑その方 に 法人が協力していくことが本来の姿ではないか
合った職場体験の場を提供しています︒
と思います︒
仕事をしたことがない人でも施設での軽作業
などをとおして仕事に慣れてもらい︑その後一般 ・実際に受け入れをしてみて
就労につなげていくことを目的としています︒
始めは︑どんな人だろう︑どうなるのだろう︑一
このような一般就労をする一歩前の段階での 週間続くのだろうかと不安でした︒受け入れてみ
職場体験を︑
﹁中間的就労﹂と呼んでいます︒中間 て︑すごくまじめで時間どおりに来られ︑言われ
的就労によって職場体験や軽作業に従事すると︑ たことはちゃんとやる方でした︒今まで何でこの
１日または １回 １０００円を目安に対価を支払 方がひきこもっていたのだろう︒普通の人と何ら
います︒
変わらないのではと思いました︒
中間的就労の場としては︑ご協力いただける菊
また︑チャンスを与えればどんどん成長してい
川市内の社会福祉施設を主としています︒
くのではと思いました︒
今回の特集では︑現在︑中間的就労の受入れて
一緒に作業を行う利用者の皆さんにも刺激に
いる社会福祉法人Ｍネット東遠︑社会福祉法人白 なりました︒
翁会にインタビューを行いました︒
中間的就労後︑その方をどのようにフォローし
ていくかが今後の課題です︒

①社会福祉法人Ｍネット東遠
法人紹介・・東遠地域に６か所の事業所︑２か所
のグループホーム︑相談支援事業︑地域活動支援
センター︑施設外就労事業など多岐にわたって障
がい者支援活動を展開している法人です︒
職場体験の内容・・事業所によって異なりますが︑
今回受け入れをした﹁工房オアシス﹂では︑クリー
ニング業︑内職作業を行っています︒
受入れた期間・・２ヶ月
・制 度 の 狭 間 の 方 を 施 設 と し て 受 け 入 れ る こ と

が 一 緒 に 訪 問 し ︑来
てもらうように促し
ていくことが必要だ
と思います︒
様々な法人が一緒
になってそういう方
をフォローしていく
必要性があります︒
まず一歩外へ出て
い た だ き ︑実 際 に 見
てもらってスタート
ではないかと思いま
す︒見学していただき︑ここの良さを理解しても
らいたいです︒
設立当初は︑作業場というよりもサロン的なと
ころを目指していました︒ここへ来て皆さんと話
すことが一番重要だと思っています︒気楽に来て
ください︒

②社会福祉法人白翁会 千寿の園
法人紹介・・白翁会は︑２つの特別養護老人ホー
ム︑デイサービスセンター︑障害者支援施設︑グ
ループホームがあり︑高齢者と障がい者のための
支援を行っている法人です︒
職 場 体 験 の 内 容・・今 回 来 て く だ さ っ て い る 方
には︑浴槽やトイレの清掃作業︑洗濯を行ってい
ただいています︒
受入れた期間・・ ヶ月

社会福祉法人Mネット東遠 理事長 水野氏

・制 度 の 狭 間 の 方 を 施 設 と し て 受 け 入 れ る こ と
について
１施設でかかえず︑社会福祉協議会や他法人と
連携していくことが大切だと思います︒

12

2

社会福祉法人
ネット東遠

内容︵例︶

パンフレットセット︒

社会福祉法人
草笛の会

①浴室の清掃
②廊下︑施設内の清掃
③トイレの清掃

①棟内清掃
②軽作業
③環境美化

募集しています
中間的就労の場として︑ご協力いただける企業
を募集しています︒現在は︑社会福祉施設のみが
就労の場となっているため︑幅広い職場体験がで
きるようご協力をお願いいたします︒

社会福祉法人
和松会

①各種入浴︑浴槽の清掃
社会福祉法人
②トイレ・Ｐトイレ清掃
③環境整備 居室の清掃︑
白翁会
ベッドの清掃
①入浴後の髪の毛乾かし
小規模多機能ホーム ︵ドライヤー︶
②厨房片付作業
③フロア・浴室等の掃除
ようこそ

ジョブステイション データ入力︒②シュレッダー︑
コピー︑シール張り︑書類整頓︑
しずおか

①ＰＣの掃除・メンテナンス︑

内職・クリーニング作業・
オシボリ作業・パン・焼き
菓子・おにぎりの製造販売

ですが︑次に受け入れる方が同じようなパターン ︻職場体験場所と内容︼
で良いのかと言えばそれは違うのではないかと
施設名
思います︒
・法人間の連携について
当然協力し合わないと難しいと思います︒今回
は社会福祉協議会が窓口になって受け入れをし
ました︒
私たちが焦らないこと︑じっくりじっくり育て
ていくことが必要ですね︒
・支援を必要とする人に対して
こちらから見つけて入っていくのは抵抗があ
ると思うので︑こちらで出来ることがあれば力を
お貸ししたいです︒
また︑﹁一人で悩んでいないで︑相談してみませ
んか？相談してみれば良い知恵があるかもしれ
ないよ︒ちょっとでもいいから︑来てくれません
か？﹂と伝えたいですね︒
相談事業に足を運ぶには︑相当勇気がいると思
います︒看板つけるわけではないですが︑市内社
会福祉施設であればどこでもいいという体制に
なっていけばいいですね︒

まずは相談を
中 間 的 就 労 を 希 望 さ れ る 方︑ひ き こ も っ て し
まっ てどうしたらいいのかわからない方︑例え
ば︑次のようなところで中間的就労を利用できま
すので︑まずは菊川市社会福祉協議会にご相談く
ださい︒

M

問合せ先 菊川市社会福祉協議会
☎
３５ ３７２４
―
ＦＡＸ ３５ ―
３２０２
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また︑ひきこもりだけではなく︑障がい者雇用
も法人として行っていることから︑福祉施設だけ
でなく︑民間企業にも理解していただき︑受け入
れる仕組みが必要だと思います︒企業などに声を
かけ︑受け入れる側のレクチャーが必要ではない
かと思います︒
・実際に受け入れをしてみて
最初は︑できるのだろうかと不安でした︒福祉
は︑どちらかというと人とかかわる仕事です︒そ
れに対して︑人とかかわる機会の少なかった方が
入って来て大丈夫なのかという心配がありまし
た︒
しかし︑受け入れをしたことで労働の中の一部
分を担っていただいたことにより︑介護職員の業
務量が減りました︒我々も感謝していますし︑よ
り期待をしています︒
ひきこもりも千差万別です︒こういう方がひき
こもりと一括りにはできません︒ひきこもってい
る状況︑理由も一人ひとり違います︒一人ひとり
の事情があるので︑その人に合った材料が提供で
きるかどうなのか︑
という不安もありま
した︒
まず︑
こういった施
設であると掃除や洗
濯というメインじゃ
ない仕事をお願いし
てしまうのですが︑
そ
れでいいのかという
思いもありました︒
今回の方は良い結
果を招きよかったの
千寿の園 介護部長 松永氏（左）、施設長 奈良氏（右）

笑顔、輝いてます

第36回

生きがいだけはみんなに持ってもらいたくて音楽活動をやっています
Ｑ 現在の活動について教えてください。
私は、
ギターの弾き語りでの音楽活動を行っています。
音楽をはじめるようになったきっかけは、
高校時代から
続けていた柔道をやらなくなったことです。
私は、
高校卒業後、
先生の薦めもあり、
愛知県の実業
団に入り、
柔道をやりながら仕事することにしました。先
生からは、
ほとんどが柔道の時間と聞いていたのですが、
実際は仕事が忙しく、
それに加えて柔道もといった感じ
でした。それでも高校時代の先生から「県で３位になれ」
と言われていたので、
それを達成するまでは柔道を続け
ようと思いました。実際に県３位を達成し、
柔道を辞めま
手塚誠さん（堀田上）
した。
その後、
柔道をしなくなった時間に何をしようかと考え、
音楽をやろうと思いました。コードブックを
見たり、
楽譜をペラペラめくってみたり、
独学で勉強しました。独学にしたのは、
自分のペースでやりたか
ったという理由もあります。
私は、
エリック・クラプトンという方が大好きで、
彼はすごくギターが上手くて歌えます。私もギターを
弾きながら歌えたらいいなと思っていて、
自分もできるようになりました。
第２回豊橋の音楽祭では、
グランプリをとりました。それからは、
ゲストで呼ばれて何回かその音楽祭
に参加もしています。
また、
依頼を受け、
御前崎市の「ほたる祭り」でもライブをしました。
楽曲は、
全部オリジナルで作って歌っています。だから、
聴いてくださる人はみんな初めて聴く曲です。
これは、
私が一番やりたかったことです。
現在、
楽曲は80曲ぐらいあり、
編曲までできたのが45曲です。編曲によって二つの楽曲を一つにつ
なげていくこともあります。
けいれん
ライブは、
難易度の高いギターを弾くので手が痙攣することもあります。そういう時は喋ったりして、
落ち着かせています。10月25日（土）のふれあい広場でも今回ライブを行う予定です。
Ｑ 活動していて印象に残っていることがあったら教えてください。
路上で歌っていたこともあります。でも、
路上でやっているだけだと広がりはありませんでした。
「絶
対自分は屋根のついたところでライブをやるぞ！」という思いを持ちました。
その後、
高齢者施設等の社会福祉施設で歌うことも何回か経験させてもらいました。
経験をとおして、
〝みんながわかるような世代に合った歌ではないと〟と思うようになりました。だか
ら、
楽曲は場所に合わせてつくっています。
今日は、
夢も希望も途絶え、
あきらめてしまっている人
の方が多いかもしれません。でも、
生きがいだけはみんな
にもってもらいたくて音楽をやっています。
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。
お金を稼ぎながら全国をまわり、
活動の場を広げたいと
思います。
そのためには、
知名度も上げていかないといけませんね。

※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

明るい社会づくり運動菊川地区協議会
めいしゃきょう

明るい社会づくり運動菊川地区協議会は、
通称「明社協」と呼ばれ、
市民の皆様に親しまれており
ます。菊川明社協は、
昭和54年に設立され、
以後35年間地域の皆様のご協力のもとに活動している
ボランティア団体です。
１ 基本方針 明るい社会づくり運動は、
「平和で明るい働きがいのある社会」の実現を目的とする
ことを基本方針とする。
２ 活動要項 明るい社会づくり運動は、
広く市民の「感謝」
「協調」
「奉仕」を基盤とした活動として
展開する。
３ 年間の主な活動について
①ヘルメット募金
市内の小学校入学児童全員にヘルメットを贈るため、
市内の
企業、
商店、
医院、
寺院等を訪問し募金をお願いし、
集まった
募金と、
市の交通安全会からのお金でヘルメットを購入し入
学式に鉛筆と共に贈呈します。
平成25年度実績 674,000円 ヘルメット498個
ヘルメットの贈呈
②タオル運動
各自治会のご協力により、
各戸一枚のタオルのご寄付をお願いし、
旧郡下の福祉施設、
市内の施
設、
幼稚園、
保育園に贈呈します。
平成25年度実績 7,941枚 贈呈施設 49施設

③歳末たすけあい募金
年末に市内のスーパーの店頭をお借りし、
募金活動を行っている。
集まったお金は、
全額市共同募金会に寄託し、
県の共同募金会へ納付されます。
この募金には中学生がボランティアとして多数参加しています。
平成25年度実績 323,775円

歳末たすけあい募金 受け渡しの様子

歳末たすけあい募金風景

４ 募 集
菊川市が明るい住みよい街となるよう微力ながら活動を行っている団体です。上記の活動に参加、
ご奉仕いただける方を募集しております。
ぜひご協力くださるようお待ちしております。
問合せ先
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明るい社会づくり運動菊川地区協議会

会長

井指

一男

☎
ＦＡＸ

３６−２７３１
３６−２７３１

「みなさまへのご報告」

「福祉施設等ボランティア担当者会」ボランティアの受け入れについて情報交換をしました
７月１６日、
市内福祉施設のボランティア担当者の皆
様にお集まりいただき、
ボランティアの受け入れに関す
る情報交換会を行いました。
グループに分かれ、
「ボランティアへの事前学習と事
後学習は、
どのようなことを行っているのか？」
「ボラン
ティアに依頼している活動内容は？」
「ボランティア受
け入れに関する書類について」など、
各施設の現状を
紹介し合い、
質問し合うことで、
よりよいボランティアの
受け入れにつながる機会となりました。
今年の夏休みも、
福祉施設など６０ヶ所の受入先で、
1,600名の児童・生徒がボランティア活動を行い
ます。受入先の皆様、
よろしくお願いいたします。

「布ぞうり作ってボランティア」
活動開始
ボランティアグループ「布ぞうり作ってボランティア」の
皆さんが、
７月16日に今年度の活動をスタートしました。
「布ぞうり作ってボランティア」は、
平成23年４月に発足
したグループで、
手作りの布ぞうりを、
福祉施設のイベント
時にバザー品として提供する活動をしています。現在５名
の会員の皆さんが集まって、
情報交換をしながら楽しく作
製しています。
「布ぞうり作ってボランティア」の活動に興
味のある方、
また、
作製用の布を提供してくだ
さる方がいらっしゃいましたら、
ボランティアセ
ンターまでご連絡ください。

役員視察研修に行ってきました
７月15日〜16日の２日間、菊川市社会福祉協議会
役員視察研修として、兵庫県の宝塚市社会福祉協議
会へ行ってきました。
研修内容は、宝塚市社会福祉協議会の部や係を超
えた組織改革や、制度にとらわれない個別支援の取
組についての視察を行いました。
今回の視察研修を今後の本会の取り組みの参考に
するとともに、平成28年度からの地域福祉活動計画
に活かしていきたいと思います。

子育て相談 火〜土曜日 8：15〜17：00 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”）
「演奏等施設訪問ボランティア」
今年度は、
１７組の個人とグループの皆さんが、
ボラ
ンティアセンターに演奏等施設訪問ボランティアとして
登録してくださっています。
市内外の福祉施設や地域サロン、
幼稚園などに出向
いて、
演奏やダンスを披露して、
皆さんを笑顔にしてい
ます。皆さんに喜んでいただくことが、
活動の原動力と
なっています。自治会やコミュニティ協議会の行事など、
皆さんが集まる場にお声掛けいただけると嬉しいです。
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
参加者募集「ボランティア講演会」
ボランティア連絡協議会「ゆう＆あい菊川」とボランティアセンターの共催事業です。今年度は、東日
本大震災の語り部として活動されている田畑祐梨氏に震災体験を語っていただきます。ぜひご参加く
ださい。
日
時
平成26年９月１５日（月・祝）１３：３０〜１４：３０
会
場
プラザけやき 201会議室
講
師
「まずもって」代表 田畑祐梨 氏（宮城県南三陸町出身
内
容
講演「震災体験を語る」
定
員
先着100名
問合せ・申込み先
ボランティアセンター ☎３５−６３８５

求むボランティアさん
和松会デイサービスセンター
活動内容
レクリエーション活動の支援等
活動日時
月曜日〜土曜日 10:00〜12:00
募集対象
一般、学生（小学４年生以上）

現在大学生）

問合せ先

ボランティアセンター

☎３５−６３８５

13:30〜15:30

軽費老人ホーム 和松園
活動内容
お楽しみ教室（答え合わせや縫い物のお手伝い）
活動日時
木曜日 14:00〜15:00
募集対象
一般、学生（小学４年生以上）
活動内容
活動日時
募集対象
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話し相手、クラブ活動手伝い、掃除
随時 9:00〜12:00 13:30〜15:30
一般、学生（小学４年生以上）

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
菊川市慰霊祭（小笠地域）を挙行します。ご案内
戦没者遺族の皆さまには旧小笠町488柱の御霊たちの安らかなご冥福
をともにお祈りすべくご参集いただきますようお知らせします。
日 時
平成26年９月18日（木） 9：00開式
会 場
菊川市民総合体育館
問合せ先 菊川市社会福祉協議会 ☎35-3724
※今年度は仏式で行います。
※当日スリッパ、履物等をご用意ください。

こころの健康づくり講演会開催のお知らせ 静岡県精神保健福祉協会共催
知的障がい、精神障がい、認知症などで判断能力が低下した時に、暮らしや財産を守る制度がありま
す。そんな制度の中身や使い方について、講師がわかりやすくお話します。
この機会に、一緒に勉強しませんか。
日 時 平成26年９月20日（土） 13：00〜15：30
会 場 プラザけやき ２０１会議室
テーマ 「成年後見制度を理解するために」
講 師 堀川 直樹 氏（菊川市社会福祉協議会 社会福祉士）
対象者 一般市民、精神障がい・知的障がい者等のご家族、関係者、民生児童委員等
定 員 50名
参加費 無料
主 催 精神保健福祉ボランティアあしたばの会
共 催 静岡県精神保健福祉協会、社会福祉法人Ｍネット東遠
申込み先 社会福祉法人Ｍネット東遠 ☎７３−１０２０

みんなのしあわせ懇談会が始まります ご案内
今年度もみんなのしあわせ懇談会を実施いたします。ぜひご参加ください。
目 的 ①各地区での地域課題を探り出し、社会福祉協議会の事業に反映させる
②地域住民との懇談及び資料提供を通じて地域課題や小地域福祉活動の必要性の理解を図る
③懇談会からの意見を今後の「地域福祉活動計画」へ反映させる
テーマ 『住みやすいですか あなたの地区は〜これからの５年後、10年後を見据えて〜』
ファシリテーター 平田 厚 氏（静岡福祉文化実践研究所 主宰）
時 間 19：00〜21：00
月 日
8月20日
8月21日
8月27日
8月28日
8月29日
8月30日
9月 4日
9月 8日
9月22日
9月26日
9月29日

相
談
窓
口

曜 日
水
木
水
木
金
土
木
月
月
金
月

地 区
横地地区
河城地区
加茂地区
六郷地区
西方地区
小笠東地区
内田地区
小笠南地区
嶺田地区
平川地区
町部地区

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

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

会 場
横地地区センター 集会室
河城地区センター 大会議室
加茂地区センター 集会室
牧之原農村婦人の家 健康増進室
西方地区センター 大会議室
くすりん 研修室
内田地区センター 大会議室
みなみやま会館 多目的ホール
みねだ会館 多目的ホール
ひらかわ会館 研修室
町部地区センター 和室

9月 5日（金）１３：００〜１６：００
9月 22日（月） ９：００〜１２：００
会場 菊川市役所 小笠支所

日時

9月 5日（金）１８：００〜２１：００（受付２０：００まで）
9月21日（日） ９：００〜１２：００（受付１１：００まで）
会場 プラザけやき
※奇数月の第１金曜日は女性専用の相談日となります。
※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
9月 1日（月）・22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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