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ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/

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）

☎〈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。

「社会福祉協議会って？」
　社会福祉協議会は、地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、行政機関から協力
を得ながら、福祉のまちづくりをめざす民間の組織です。戦後間もない昭和26年、民間の社会福
祉活動を強化することを目的に、全国および都道府県に設置され、ほどなく市町村にも組織が拡
大しました。
　現在、地域の住民やボランティア、社会福祉の関係者などの参加と協力を得て、住民参加を呼
びかけながら地域福祉活動の推進を中心に活動しています。
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平成23年度 菊川市社会福祉協議会決算報告
平成23年度の決算概要について、次のとおりご報告いたします。

支出（事業活動収支）

人件費支出
74.9%

事務費支出
5.9%

事業費支出
11.5%

共同募金配分
金事業費
1.2%

助成金支出
1.7%

減価償却費
2.8%

その他の支出
2.0%

収入（事業活動収支）
会費収入 2.0%

経常経費補
助金収入
15.4%

受託金収入
8.3%

共同募金
配分金収入
1.1%

介護保険収入
29.5%訪問看護収入

5.3%

運営費収入
31.4%

借入金元金
償還補助金
収入
1.0%

国庫補助金等
特別積立金取崩額
1.4%

その他の収入
4.6%

勘定科目

【事業活動収支の部】
収入 決算額 構成比

会費収入 10,425,200 2.0%

寄附金収入 614,987 0.1%

経常経費補助金収入 81,246,200 15.4%

助成金収入 5,197,414 1.0%

受託金収入 44,113,767 8.3%

共同募金配分金収入 5,797,334 1.1%

介護保険収入 156,032,543 29.5%

訪問看護収入 28,180,377 5.3%

自立支援費等収入 1,841,570 0.3%

補助事業等収入 3,607,098 0.7%

運営費収入 166,125,950 31.4%

その他事業収入 3,574,325 0.7%

雑収入 4,798,960 0.9%

借入金元金償還補助金収入 5,500,000 1.0%

引当金戻入 3,896,692 0.7%

国庫補助金等特別積立金取崩額 7,509,554 1.4%

事業活動収入計 528,461,971（Ａ）

支出 決算額 構成比

人件費支出 381,280,065 74.9%

事務費支出 29,894,123 5.9%

事業費支出 58,407,166 11.5%

共同募金配分金事業費 5,925,334 1.2%

助成金支出 8,417,611 1.7%

負担金支出 377,157 0.1%

基金組入額 6,718 0.0%

減価償却費 14,433,778 2.8%

引当金繰入 10,438,680 2.1%

事業活動支出計 509,180,632（Ｂ）
（Ａ）-（Ｂ）事業活動収支差額 19,281,339

【特別収支の部】【事業活動外収支の部】
収入 決算額収入 決算額

施設整備等補助金収入 0借入金利息補助金収入 732,050
施設整備等寄附金収入 884,131受取利息配当金収入 154,663
その他の特別収入 612,000会計単位間繰入金収入 1,884,520
特別収入計 1,496,131経理区分間繰入金収入 7,928,346

事業活動外収入計 10,699,579
支出 決算額

固定資産売却損及び処分損 9支出 決算額
国庫補助金等特別積立金積立額 0借入金利息支出 732,050
その他の特別損失 611,995会計単位間繰入金支出 1,884,520
特別支出計 612,004経理区分間繰入金支出 7,928,346

雑損失 281,640
前期繰越活動収支差額 213,844,071 前年比事業活動外支出計 10,826,556
当期末繰越活動収支差額 233,882,560 109.4%

※比率については小数点第2位を四捨五入して掲載しています。

問合せ　菊川市社会福祉協議会（☎３５-３７２４）

単位：円
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平成23年度会費について
平成23年度住民の皆様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。

金額 構成比
① 地域サポーター事業 412,976 4.0%
② 地域福祉研究事業 347,273 3.3%
③ 地区福祉懇談会 362,735 3.5%
④ 市民福祉教育推進 163,928 1.6%
⑤ 広報紙等発行 280,276 2.7%
⑥ 社会福祉大会 401,425 3.9%
⑦ ふれあい広場 635,895 6.1%
⑧ ボランティアセンター事業 934,285 9.0%
⑨ ボランティア講座・福祉講座 776,438 7.5%
⑩
⑪
ボランティアバスパック 1,493,399 14.3%
地域福祉事業活動諸経費 4,605,370 44.2%
合計 10,414,000

※構成比については四捨五入をしています。

●主な事業概要
※上記事業の中から主な事業を抜粋して報告掲載。

単位：円

【会費支出】 ①地域サポーター事業4.0%

②地域福祉研究事業3.3%

③地区福祉懇談会3..5%
④市民福祉教育推進1.6%

⑤広報紙等発行2.7%

⑥社会福祉大会3.9%

⑦ふれあい広場6.1%

⑧ボランティアセンター
　事業9.0%

⑨ボランティア講座・
　福祉講座7.5%

⑩ボランティアバスパック
　14.3%

⑪地域福祉事業
　活動諸経費
　44.2%

　平成20年度から事業を開始しました。社会福祉協議
会と一緒に地域福祉活動を実践してくださる地域サポ
ーターは現在195名です。市内11地区において、学習
会や高齢者サロン、見守り活動などを展開しています。

○ひきこもり講演会
　　平成22年度に立ち上げた「菊川市におけるひきこもり問題支援検討委員会」の取り組みとして、「不登校・ひき
　こもり問題への支援セミナー」および「不登校・ひきこもり問題への家族支援セミナー」を開催しました。
　〔平成24年度から、「不登校・ひきこもり支援相談所」を月２回開設し、当事者や家族を支援していきます。〕

○市民福祉大学
　　市民を対象とし連合自治会、民生委員児童委員協議会、日赤奉仕団などと連携して、無縁社会に象徴される地
　域の繋がりの希薄化のもたらす影響や一人暮らし高齢者意識・生活実態調査での調査結果等をテーマに開催し
　ました。
　　基調報告「一人暮らし高齢者の生活実態・意識調査」
　　　　（平成23年度に民生委員児童委員協議会と共同でアンケートを実施）
　　基調講演「無縁社会にどう向き合うか～日本社会の今とこれから～」
　　シンポジウム「無縁社会化を防ぐために我々菊川市民はどうあるべきか」　　

○福祉有償運送運転者講習会
　　ここ数年の地区福祉懇談会において、高齢者や障がいをお持ちの方の移動困難が話題としてあがっているため、
　市内の福祉施設と綜合菊川自動車学校に御協力をいただいて実施しました。
　〔平成24年度についても４月に実施しました。また、「高齢者及び障がいをお持ちの方の移動交通に関する調査」
　　について、現在アンケートを実施中です。〕

　日常生活圏域での地域課題を探り出し菊川市社会福祉協議会事業展開に反映さ
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
の必要性の御理解をいただくために実施しました。11地区480名のみなさまに御出
席いただきました。

地域サポーター事業

各種講座の開催

地区福祉懇談会

地域サポーター事業

各種講座の開催

地区福祉懇談会
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笑顔、輝いてます　−第１１回−笑顔、輝いてます　−第１１回−笑顔、輝いてます　−第１１回−

代表　宮城君代さん（新道）

「ひらかわ劇団」
Ｑ．劇団活動をされていますが、どのような活動内容ですか？
Ａ．　現在、男性3人女性11人の14人で活動しています。平均年齢は65歳位で皆さんやる気いっ
　　ぱいで、元気で明るい人が多い劇団です。
　　　平成23年8月に「ひらかわ劇団」を立上げました。初舞台は9月に行い現在に至っています。
　　台本は一応ありますがアドリブも多く、方言を入れたりしながら練習しています。台詞はしょ
　　っちゅう変わっているんですよ（笑）。
　　　回数はまだ７回ですが主に菊川市内を中心に行っています。今は自分達のために楽しく活動
　　し、地域のために貢献できるようゆとりを持ちながら活動をすすめています。
Ｑ．劇団を始めたきっかけは何ですか？
Ａ．　私が民生委員をやっていた時、ひらかわ会館ができて、当時の自治会長さんや館長さんに下
　　平川地区のサロンの立ち上げを相談し、皆さんの御協力で地域サポーター「おいでよぉ平川」
　　のサロンが立ち上がりました。サロンに来る皆さんに楽しんでもらえるものは何か相談し、話
　　し合う中で寸劇の様なものをやってみようという意見が出ました。それに合わせて地域サポー
　　ターのメンバーと一緒に劇団を結成するようになりました。
Ｑ．活動をする中で感じていることや、活動していてよかったなぁ～と思うことを教えてください。
Ａ．　何でも言い合う中で、良いものが広まり深まっていける仲間がいる事は素晴らしいことです
　　ね。まだレパートリーは少ないですがこれから少しずつ増やしていく予定です。
　　　舞台装置も団員で考えたり作ったり、みなさん創作意欲があって頼もしい限りです。みんな
　　で楽しくおしゃべりして、自分達も楽しみながら出来る事はいいことだと思います。
Ｑ．これからどんな活動をしていきますか？市民の皆さんにPRをお願いします。
Ａ．　今は「防犯について」や「一人暮らしの訪問販売詐欺」に関連するものを防犯協会の協力の
　　もとやっていますが、これからは少し幅を広げて行きたいですね。小笠地域は地元にまつわる
　　昔話がたくさんあるんですよ。例えば狐や神社、池にまつわる話とか…。これからレパートリ
　　ーを増やしたいですね。
　　　お年寄りに“楽しかったやぁ“と笑顔を頂くと私たちも嬉しくて、また頑張ろうとやる気に
　　つながります。これからも自分達のため、地域のために元気をお届けしたいと思います。
　　　みなさんぜひ声を掛けてくださいね。

♪ひらかわ劇団歌（みかんの花咲く丘のメロディーで）♪
１　ひらかわ劇団　おもしろい　　　　２　おもしろ劇団　今日も来た
　　みんな集まれ　会場へ　　　　　　　　あの人この人　大笑い
　　老いも若きも　楽しもう　　　　　　　元気を出して　楽しもう
　　しろうと劇団　夢づくり　　　　　　　思い出づくり　夢づくり

　ひらかわ劇団連絡先　代表 宮城さん　☎７３－２８００

　NHK放映や郷土新聞等で取り上げられてから、最近では
市外からの依頼や問い合わせも増えているそうです。
　これからも「ひらかわ劇団」の御活躍を応援したいと思
います。
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施設や団体の紹介コーナー施設や団体の紹介コーナー施設や団体の紹介コーナー

菊川市身体障害者福祉会
　会員相互の親睦、融和を図り自力共生の精神を培うとともに、
社会福祉の増進を図ることを目的として活動しています。
　現在230名の会員を有し、スポーツ大会や親睦旅行、支部別懇
親会、研修会、歳末慰問などの事業を実施しています。また、
ろうあ部、視覚障がい者部、グラウンドゴルフ部、フライング
ディスク部を設け、各部がそれぞれの活動を活発に行っていま
す。その他、身体障がい者相談員と連携をして、会員の身近な
相談にあたっています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

菊川市手をつなぐ育成会
　知的障がいを持つ人たちが地域で安心して生活できるよう、親同志が手を
つないでいろいろな活動をしている団体です。
　母子レクリエーション（日帰り旅行）やボウリング大会、座談会など、さ
まざまな活動を行っています。また、栽培したブルーベリーや、手作りのビ
ーズアクセサリーを夜店市などで販売し、市民のみなさんとふれあう機会を
持っています。その他、青年学級では施設見学やマナー教室などを、若年部
ではトランポリンを、そして本人部会では、お菓子づくりや映画鑑賞などの
事業を実施しています。みなさんも一緒に活動してみませんか？

菊川市老人クラブ連合会

菊川市母子寡婦福祉会
　母子世帯会員の親睦、親子のふれあいを目的に集まっている団体です。
　会員母子旅行、研修会、ケーキ作り、絵本の読み聞かせなど、楽しく活動
しています。子どもたち同士のふれあい、そしてお母さんたちの意見交換と
いった楽しい語らいが生まれています。今年度も、親子の集いや母子寡婦の
集い、母子研修会、奉仕作業・寡婦の集いなどの事業を実施し、母子世帯の
自立支援の推進や会員相互の親睦を図っていきます。どうぞお気軽に声をか
けてください。

　誰でも安心していきいきと暮らせるまちになるよう、
会員相互の親睦や助け合い、長い人生の中で培った経験、
知識、技能等をさまざまな地域活動で活かす拠り所の一
つが老人クラブの活動です。
　輪投げ大会やグラウンドゴルフ大会、芸能祭や旅行、
各種講座への参加など、「健康づくり」「趣味・文化」
「学習」の分野でさまざまな活動をしています。さらに
今年度は、健康ウォーキングにも取り組みます。多くの

方々との出会いもあり、仲間とともに、楽しみながら元気になる活動をとおして、さらに充実した
シニアライフを過ごしていきませんか？

各団体ともに会員募集中です。お気軽にお問い合わせください。
問合せ　菊川市社会福祉協議会　地域福祉係　☎３５－３７２４
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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子育て相談

　掛川市・御前崎市・菊川市社会福祉協議会の共催事業
として、近隣のデイケアや施設を利用されている方や職
員、ボランティアの参加のもと、グラウンドゴルフおよ
びスカットボール大会が開催されました。総勢１２０名の
参加者が１９チームに分かれ、交流しながらゲームを楽
しみました。

　運転ボランティア活動に携わっている方や福祉施設などで福祉有償運送業務に携わっている方等、
２０名の参加のもと開催しました。
　1日目は福祉有償運送に関する講義、2日目は車いす介助や視覚障がい者介助の方法、福祉車両操
作・運転の実技などを行い、受講者は今後の活動に活かします。

　六郷地区では、11名の方が地域サポーターとして
登録していただいています。昨年度地域サポーター会
議を12回開催し、「ろくごうの集い」の企画につい
て検討をしてきました。
　「ろくごうの集い」は六郷地区にお住まいの65歳
を対象としたもので、第二の人生を迎えるにあたり、
地域の中でともに祝い、これからの人生への情報提供
と同年代の方の交流を図り、ネットワークをつくるこ
とを目的に六郷地区コミュニティ協議会主催にて平成
24年４月21日（土）に開催することができました。

　83名の参加でしたが、来年度も開催予定ですので、社会福祉協議会としても御協力させていた
だきますので、多くのみなさまに御参加いただきたいと思います。

(5月17日開催の様子：あいりーな)

（4月26日開催の様子：綜合菊川自動車学校および和松会）

精神障がい者交流事業　グラウンドゴルフ・スカットボール大会開催

福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会開催

ろくごうのつどい開催しました！！

精神障がい者交流事業　グラウンドゴルフ・スカットボール大会開催

福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会開催

ろくごうのつどい開催しました！！

精神障がい者交流事業　グラウンドゴルフ・スカットボール大会開催

福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会開催

ろくごうのつどい開催しました！！

「みなさまへのご報告」「みなさまへのご報告」「みなさまへのご報告」
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月〜金曜日　8：15〜17：00　プラザけやき☎36-6385ボランティア相談

ボランティアの輪・和・話（三つのﾞわﾞ）ボランティアの輪・和・話（三つのﾞわﾞ）ボランティアの輪・和・話（三つのﾞわﾞ）

ボランティアミニ知識〜ボランティアの原則：公益性（普遍性・社会性）〜ボランティアミニ知識〜ボランティアの原則：公益性（普遍性・社会性）〜ボランティアミニ知識〜ボランティアの原則：公益性（普遍性・社会性）〜
　ボランティアは生命の尊さを考え、それを守り、育てあう活動です。そして「誰もが安心して生活してい
くことができる社会」を目指していく活動です。「人が人として共に生きる」という社会福祉のなかでとて
も大切なノーマライゼーションの考え方に根ざしています。

　ビデオや講師の話を基に、みんなで本音で話しましょう。お気軽に御参加ください。
主 催　　子育てサポートりぼん

参 加 費　　１回につき１００円（託児は無料です）　　　　定 員　　２０名
申 込 締 切　　７月５日（木）
そ の 他　　１回のみの参加も受け付けます。開催内容に変更が生じる場合があります。
申込・問合先　　子育てサポートりぼん　　０９０－６６４２－８８４４　　supportRBN-2000@c.vodafone.ne.jp

求むボランティアさん求むボランティアさん求むボランティアさん

ご利用ください〜菊川市社会福祉協議会ボランティアセンター土日開所〜ご利用ください〜菊川市社会福祉協議会ボランティアセンター土日開所〜ご利用ください〜菊川市社会福祉協議会ボランティアセンター土日開所〜

問合わせ先

ボランティアセンター　☎３５−６３８５
問合わせ先

ボランティアセンター　☎３５−６３８５

　８月のボランティアセンター土日開所日は、１１日（土）、１９日（日）です。

“あっ”と驚き①手品やパフォーマンスの出来る方
活動内容　社会福祉施設や障がい者の方が集まる機会に、手品やパフォーマンスを行い、見て楽しんで頂く
　　　　　活動です。
活動日時　依頼のあった時に
活動場所　社会福祉施設など

ボランティアの広場ボランティアの広場

～あなたの趣味・得技・技術を活かして～

「演奏ボランティア」
　もともと「演奏（音楽）ボランティアをやろう。」と立ち上が
った訳ではありません。習い事の教室や趣味の活動として立ち上
がったグループが、活動の一環をボランティア活動に役立てよう
と活動しています。その種類はコーラス、オカリナ、ハンドベル、
ハーモニカ、クロマハープ、琴、ギター等々。社会福祉施設や地
域の高齢者サロンからの依頼に応え活動しています。日頃の練習
の成果を発表しながら、聴いてくださる方に素敵な音色・ハーモ
ニーを届けています。
　演奏・音楽活動をしているあなた・あなた達も登録して、活動
しませんか？
問 合 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御案内」

~まずひと呼吸　その言葉・行動の前に~

子育て・孫育てを話そう「コモンセンスペアレンティング講座」子育て・孫育てを話そう「コモンセンスペアレンティング講座」子育て・孫育てを話そう「コモンセンスペアレンティング講座」

　 期日
7月18日(水)
7月23日(月)
7月31日(火)
8月13日(月)
8月22日(水)
8月30日(木)
9月 3日(月)
9月10日(月)
9月28日(金）

時間
10:30～12:00

〃
〃
〃
〃
〃

14:00～15:30
〃
〃

　　　　　内容
わかりやすいコミュニケーション
子の表れの対処法
効果的な誉め方
問題が起きない予防的教育法
問題行動を正す方法
自分自身をコントロールする教育法
落ち着くヒント（怒りのコントロール法）
子どもの発達と親の期待
問題解決技法
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福祉総合相談福祉総合相談

心配ごと相談心配ごと相談 結婚相談結婚相談

日時　月〜金曜日

　　　８：１５〜１７：００

会場　プラザけやき

日時　７月　２日（月）　９：００〜１２：００

　　　７月１７日（火）１３：００〜１６：００

会場　プラザけやき

日時　７月　５日（木）１３：００〜１６：００

　　　７月２０日（金）　９：００〜１２：００

会場　菊川市役所　小笠支所

日時　７月　５日（木）１８：００〜２１：００

　　　（受付２０：００まで）女性のための相談日

　　　７月１５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。

　菊川市慰霊祭（小笠地域）を挙行します。　菊川市慰霊祭（小笠地域）を挙行します。　菊川市慰霊祭（小笠地域）を挙行します。
　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御冥福をと
もにお祈りすべく御参集いただきますようお知らせします。
日 時　平成24年７月27日（金）　9：00開式
会 場　菊川市民総合体育館
問 合 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、履物等を御用意ください。

ひきこもり等支援相談のご案内ひきこもり等支援相談のご案内ひきこもり等支援相談のご案内
　「うちの子ひきこもりだろうか？」と対応方法や関わりで悩んでいませんか？相談窓口ではお話をお聞き
し解決への糸口を一緒に考える事で、少しでも心を軽くしていただければと思います。
相 談 日　毎月第1・第3月曜日（祝日と重なった場合はその翌週）
時 間　１３：００～１６：００
場 所　菊川児童館（プラザけやき2階）（※児童館休館日を利用）
対 象　「社会的ひきこもり」「不登校」の方とその両親、家族
そ の 他　相談は無料です。秘密は厳守いたします。
申込・問合先　菊川市社会福祉協議会　　０９０－１４７６－３２３３

社会福祉協議会デイサービス非常勤職員募集社会福祉協議会デイサービス非常勤職員募集社会福祉協議会デイサービス非常勤職員募集
応 募 資 格　介護職員・看護職員（准看護師可）
勤 務 日　要相談
勤 務 時 間　要相談
採 用 日　随時
待遇・勤務条件　非常勤職員就業・給与規程による
申込・問合先　菊川市社会福祉協議会（落合）　☎３５－３７２４

“お宅に訪問”の際の傾聴力養成講座“お宅に訪問”の際の傾聴力養成講座“お宅に訪問”の際の傾聴力養成講座
 高齢者宅に訪問し高齢者の話を聴く機会がある方々に、在宅における傾聴について学び、実践力・活動力を
身に着けていただきます。
日 時　平成２４年７月１５日（日）１０：３０～１５：３０
会 場　プラザけやき２０１会議室
内 容　講演「良い聴き手になるために～傾聴の基本と訪問による傾聴の意味と意義～｣
　　　　　　　演習・ロールプレイ　「傾聴モードで聴く」「共感的理解で聴く」「受容的態度で聴く」
講 師　特定非営利活動法人ホールファミリーケア協会
定 員　４０名（先着順）
申 込 方 法　参加申込書に必要事項をご記入の上、７月６日（金）までに申込書持参もしくはＦＡＸにて
　　　　　　　お申し込みください。参加申込書は社会福祉協議会にあります。
申込・問合先　菊川市社会福祉協議会（野崎）　☎３５－３７２４　ＦＡＸ３５－３２０２

相談窓口

参加者募集　各種事業参加者募集　各種事業


