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」

菊川市社会福祉協議会
会長・副会長を紹介します

６月８日(月)プラザけやきにおいて、菊川市社会福祉協議会第２回理事会が開催され、新
おおはし ま

さ

み

き ら ら のり お

い と う しげる

会長に大橋眞佐美理事（中央）、副会長に雲母典夫理事（右）と伊藤 茂 理事（左）が選任さ
れました。
新しい会長・副会長を迎え、新体制で職員一同一丸となり業務に取り組んでまいります。

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）

1

☎〈0537〉35-3724 Fax〈0537〉35-3202
Eメール info@kiku-syakyou.or.jp

この広報誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。

大橋会長あいさつ
このたび、15年間にわたって菊川市社会福祉協議会の事業に御尽力いた
だいた前会長鶴田浩様が勇退され、私、大橋眞佐美が６月８日付けで会長
に就任いたしました。もとより微力ではございますが、これからの菊川市
社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の充実に向け、誠心誠意努めてま
いりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、近年、経済情勢や雇用環境の厳しさも加わり、孤立死や自殺を始め、ひきこもり
などの社会的孤立問題、生活困窮者問題、虐待や悪質商法といった権利擁護の問題まで、
地域のおける様々な生活課題は、益々深刻化・拡大化しております。
このような生活課題を抱えた人々も含め、「誰もが安心していきいき暮らせるまちづく
り」を目指して事業展開をしていく所存であります。菊川市社会福祉協議会では、今年度、
菊川市と協働し、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を策定します。これからの地
域福祉の充実と発展に大きな期待をしているところであります。
職員一同引き続き、皆様の信頼と期待に応えるため、地域とともに、事業の推進に努め
てまいります。皆様のより一層の御理解と御支援をお願い申し上げまして、会長就任の御
挨拶といたします。

目

的

地域が抱えるさまざまな福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、みんなで考え、話し
合い、協力して解決を図ることを目的としています。さらに、その活動をとおして、心ふ
れあう「福祉のまちづくり」の実現を目指しています。
安心していきいき暮らせるまちづくりを基本理念とし、それを実現するために３つの目
標をたてて、住民の皆さんとともに取り組んでまいります。

目

標

会

（1）福祉のまちを育てよう
（2）住民参加・協働による福祉のまち
（3）安心して暮らせる福祉のまち

一般地域住民
賛
助
福 祉 施 設
福 祉 団 体

組
理事会（執行機関）
会長１名
副会長２名
理事12名

員

織

評議員会（議決機関）
評議員31名
自治会代表 民生委員児童委員代表 学識経験者
福祉施設代表 ボランティア代表 教育関係

監事２名
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社会福祉協議会は「プラザけやき」の中にあります
菊川市社会福祉協議会事務所
ボランティアセンター
菊川児童館・きくがわ子育て支援センター
小笠児童館・おがさ子育て支援センター
介護保険事業所（中部デイサービスセンター、きくがわ居宅介護支援
事業所、きくがわ訪問看護ステーション、きくがわ
ヘルパーステーション）
在宅福祉事業
（一般高齢者介護予防事業、生活管理指導員派遣事業、配食サービス事業、移送サービス事業）
ひがし保育園
みなみ保育園

「みんなのしあわせ懇談会」を開催します
目的
各地区での地域課題を探り出し事業展開に反
映させるとともに、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
性の理解を図ることを目的に開催します。
また、平成27年度策定の「地域福祉活動計画」
へ懇談会からの意見を反映させることも目的と
しています。
時間
19:00～21:00
№

月

日

曜日

地

区

場

1

8月17日

月

町部地区

町部地区センター

和室

2

8月21日

金

横地地区

横地地区センター

集会室

3

8月24日

月

小笠東地区

くすりん

4

8月26日

水

河城地区

河城地区センター

大会議室

5

8月27日

木

加茂地区

加茂地区センター

集会室

6

8月28日

金

西方地区

西方地区センター

大会議室

7

8月29日

土

六郷地区

六郷地区センター

集会室

8

9月 2日

水

内田地区

内田地区センター

大会議室

9

9月 7日

月

小笠南地区

みなみやま会館

10

10月 2日

金

平川地区

ひらかわ会館

11

調整中

嶺田地区

みねだ会館

皆さまのご意見をお聞かせください。お待ちしております。

3

所

研修室

多目的ホール
研修室

研修室

笑顔、輝いてます

－第４7回－

趣味を楽しみ、充実した生活を過ごしています
Ｑ．現在の活動について教えてください。
スクールガードと御詠歌を行っています。
平成19年9月からスクールガードを始めました。もう
少しで8年になります。始めたきっかけは嫁からの誘い
掛けでした。孫が小学校2年か3年の頃、「スクールガー
ドをやる人がいないからやってみてはどう？」と言われ
ました。ちょうどその頃、散歩でも始めてみようかなと
思っていたところだったので、軽い気持ちで引受けたの
が始まりでした。
御詠歌は始めて7年経ちました。孫も大きくなって手
が掛からなくなり、家の中で閉じこもってはいけないと
思いやり始めました。声を出すので健康にもいいと思い
ひろ こ
ます。1か月に1回やっていますが、行事があると1か月
土井弘
子さん（三軒家）
に2，3回応声教院で練習しています。
御詠歌の大会がある時は、人数が少ないので他の浄土宗のお寺さんと一緒に合同でやります。ど
なたか一緒にやっていただける方がいればうれしいです。現在60歳代から90歳代までの皆さんと
楽しく練習しています。
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。
スクールガードは小学生や中学生が毎朝「おはようございます」と元気にあいさつしてくれるの
で私も元気をいただいています。何年もスクールガードをやっていると子ども達の成長の様子が目
に見えて伝わってくるのでいいですね。今は続けていてよかったと思っています。
Ｑ

趣味や楽しみなことは何ですか。
趣味は手芸や編み物です。以前は和裁も得意で専門に裁ったり、染め花アートもやりました。
牛乳パックを利用して椅子を作って、その周りに布のカバーをかけて、それをバザーに出したり、
人にあげたりしました。
私は車が好きで一人でよくドライブをしています。カメラも好きなのでいつもカメラ持参で、
風景を撮ったり楽しんでいます。自分一人の時間を満喫できるのでとても楽しい時間を過ごして
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。
スクールガードもそうですが、これからも自分にでき
ることは無理をしないで続けていきたいです。
そして趣味を楽しみながら、これからも自分の時間を楽
しく過ごしたいです。

牛乳パックを利用して作った椅子

※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

社会福祉法人草笛の会
菊川寮
社会福祉法人草笛の会は昭和50年10月に設立し本年40周
年を迎えます。「僕たちだって働きたい」との願いから、地
元「手をつなぐ親の会（現：育成会）」が中心になり当時の1
市5町（掛川市・菊川町・小笠町・浜岡町・大東町・大須賀町）
のご支援を戴き設立されました。どんな障害をもっていても
「働く」ことをベースに施設が設置され運営の基本になって
おります。
そんな中、より障害の重い方々（対象は成人）の生活の場
の必要性が議論され、昭和57年4月春日寮（現：かすが）に
続き平成2年4月に「菊川寮」が設置され、平成23年2つのユ
ニットに分かれ現在の「菊川寮（定員：55名）」となりました。

リハビリ活動

菊川寮の活動は日中は生活介護事業として「生産活動・リハビリ活動・療育活動等」を展開し、
夜間は入所支援事業として「食事・入浴等」の支援を行っております。
その中で今年度より「農耕」に少しずつ力を入れていき四季折々の
野菜を栽培したり、挿し木を行ったりと身体全体を動かす活動も取
り入れ、利用者の皆様も笑顔が多くなってきていると感じます。
他に、短期入所事業（定員：
2名）
・日中一時支援事業（定員：
4名）を実施し、在宅障害者の
スポット的な受入も実施してお
ります。地域の方々にご理解い
ただける施設を目指し、今後も
支援の充実を進めていきたいと
思っております。
絵画療法

農作業

菊川寮Ａユニット

【問い合わせ先】菊川寮 （住所）菊川市東横地133
5

菊川寮Ｂユニット

☎73-6202

「みなさまへのご報告」
第３回障害者フライングディスク大会を開催しました
５月30日（土）に市民総合体育館にお
いて、第３回障害者フライングディスク
大会を開催しました。この大会は、菊川
市身体障害者福祉会の主催により、フラ
イングディスクを通じて体力の増強増進
や障がい分野を越えて親睦を深めること
を目的に行われました。
当日は、身体障害者福祉会の会員のほか、
社会福祉法人草笛の会利用者、菊川市手
をつなぐ育成会、民生児童委員等のボラ
ンティアを含め、約70名が参加しました。

撮影：デジカメボランティア「おっ撮りカメラ隊」

福祉有償運送運転者講習会を開催しました
今年度も、綜合菊川自動車学校指導員の皆
様と市内社会福祉法人の職員の皆様にご協力
をいただき、６月17日と18日の二日間にわ
たり「福祉有償運送運転者講習会」を開催し
ました。
利用者理解、接遇・介助、移動サービスに
関する法律・制度などの講義、そして、介助、
福祉車両の操作、運転実技の演習をとおして、
移動サービス運転者資格を修得されました。
講習を修了された皆様は、職場での業務
や福祉有償運送事業の運転者として活動さ
れます。

平成27年度第１回精神障がい理解普及啓発交流事業「ふれあい企画」を開催しました
６月20日（土）に社会福祉法人Ｍネッ
ト東遠の「きくがわ作業所」において、ふ
れあい企画を開催しました。これは、交流
をとおして若年層への精神障がいの理解
を深めることを目的に行っています。学生、
Ｍネット東遠メンバー、スタッフ等合わ
せて約40名が参加しました。
当日は、雨天のため予定していた菊川
インター前の花壇活動はできませんでし
たが、グループでの会話やじゃんけんキ
ングを行い、みんなで楽しく過ごしました。

撮影：デジカメボランティア「おっ撮りカメラ隊」

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”）

「子育てサポーターぽれぽれ」

菊川市で心豊かで楽しい子育てをするために、子育て
中のママ・パパを支援、応援。子育ての先輩として身近
な相談相手となり、子育ての情報の窓口として活用して
いただけるように、ママのためのコミュニティショッ
プmama's ShareShop Soramamを運営しています。
シェアショップでは、ママのリフレッシュやお友達作り
の為に毎月1回のボランティア託児付きのサロンを開催し
ています。今年度は、和菓子作りやスクラップブッキン
グ教室を開催しました。ママになったばかりの方、引っ
越してきたばかりのママなどみなさんのご利用をお待ちしています。また一緒に託児ボランティア
をして下さる仲間も随時募集しています。
連絡先 倉部 0537-35-2781

ボランティアグループからのお知らせ
「おんがくの広場」

暑さを忘れるくらいに音楽による楽しい時間をみんなでつくりましょう。

日
会

時
場

内
対
主

容
象
催

８月８日（土）１３：３０～１４：３０
特別養護老人ホーム喜久の園内 地域交流センター「うらら」
仲島2-4-16 ※建物東側の駐車場をご利用ください。
箏と尺八、キーボード、ハンドベルなどの演奏とコーラス
子どもから大人まで どなたでも
おんがくの広場

「みんなで子育て

カラフル・ブリッジフェアINアエル」

子育て中のお父さんお母さんのための子育て支援交流イベントです。
ぜひ遊びに来てください。

日
会
内

時
場
容

主 催
連絡先
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８月９日（日）９：３０～１５：００
菊川文化会館アエル
○子育てに役立つ情報発信
○ワークショップ＆楽しいフリーマーケット
○中川先生みんな友達プロジェクトカロム体験
○缶バッジ作りやきくのん帽子作り（予定）
○講座 山口雅子さんの災害時に役立つ日本の食（ランチ付き）
お子さんのキャリア教育講座 など
○中川ひろたかコンサート（13：00開場 13：30開演）
チケット 大人700円・子ども500円（大人・子どもペアチケット1,000円）
〔演奏曲〕 世界中のこどもたちが ともだちになるために
はじめの一歩 ケサランバサラン など
NPO法人色彩心理診断士協会COMPAS・子育てサポーターぽれぽれ
倉部 0537-35-2781
polepoledani@gmail.com

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

参加者募集！
！ふれあい広場「赤ちゃんはいはいレース」
10月24日（土）に開催する「ふれあい広場」では、今年も「赤ちゃんはいはいレース！」
を実施します。思い出づくりに、かわいい赤ちゃんランナーの参加をお待ちしております。
日
時
対
象
申込受付
問合せ・申込先

平成27年10月24日（土）13:30〜（集合13:00予定）
菊川市在住で、開催当日に１才未満の乳児 先着20名
８月10日（月）８時15分より受付開始
地域福祉係 ☎35-3724 FAX35-3202

災害ボランティア支援本部立ち上げ訓練 参加者募集
今年度も、菊川災害ボランティアコーディネーターと協働して、
災害ボランティアを必要な場所に派遣する訓練を実施します。災害
時に活かせる訓練となるよう、皆様のご参加をお願いいたします。
日
時
会
場
問合せ先

平成27年８月29日
（土） ９:20～12:00
（雨天決行）
プラザけやき
地域福祉係 ☎35-3724

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

８：１５～１７：００

心配ごと相談
日時

会場
日時
会場

８月 ３日（月） ９：００～１２：００
８月17日（月）１３：００～１６：００
プラザけやき
８月 ５日（水）１３：００～１６：００
８月20日（木） ９：００～１２：００
菊川市役所 小笠支所

結婚相談
日時

８月 ７日（金）１８：００～２１：００
（受付２０：００まで）
８月16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、不登校無料相談会

日時 ８月３日（月）・１７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

この広報誌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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