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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
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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。

菊川市社協 検索

社協だより No.186
2020年

８月発行

　菊川市社会福祉協議会では、心配ごと相談所を毎月4回開設しています。
　プラザけやきと中央公民館の2会場にて開設していますので、利用しやすい会場をご利用ください。



心配ごと相談所をご利用ください

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

問合せ

　私たちの生活の中に、困りごとや心配なことがあると思います。「どこに相談に行けばよいかわか
らない」または「相談まではいかないが、ちょっと話を聞いて欲しい」ということもあるでしょう。そん
な時、皆さんが安心して利用できる機関として「心配ごと相談所」があります。心配ごと相談では、民
生・児童委員や人権擁護委員相談員・行政相談委員が皆さまの相談に応じております。相談では相談
に来られた方の悩みごとの助言や、他の専門的な相談機関をご紹介いたします。
　心配ごと相談所は、話を聞くことを中心とした相談です。人に話すことで、すぐに解決とはならなく
とも、心が少し軽くなるかもしれません。一人で抱え込まず、まずは相談してみませんか？

心配ごと相談所は、来所による相談です。
予約はとっておりませんので、開設日に直接会場へお越しください。
ただし、相談者がいる場合は、お待ちいただく場合があります。

※休日となった場合は、次の平日となりますが、会場の都合により変更する場合があります。詳しい開設日は本
誌の8ページに記載しています。

●開設日時・会場

●相談方法

心配ごと相談員は、民生・児童委員、人権擁護委員、行政相談委員の22名が担っています。各相
談日には、3人の相談員がお話を伺い対応します。

●相談員

繫げます

●心配ごと相談員より

△△相談所

〇〇相談所

開設日（毎月） 時　間 会　場

 1日
 5日
15日
20日

9：00～12：00
13：00～16：00
13：00～16：00
9：00～12：00

プラザけやき
中央公民館

プラザけやき
中央公民館

●相談員の研修会を実施しています

　相談員の役割は、相談者のお話
を傾聴し、適切な機関につなぐこ
とです。解決はできませんが、気
持ちが楽になると思います。
　一人で悩まず、勇気を出して一
歩前に進んで欲しいと思います。

　どんな事でも困っていること、
悩んでいることは、気軽に話すだ
けで問題が解決され、解決の糸口
が見つかるかもしれません。

　相談に来られた方々は、皆さん
ホッと肩の荷を下ろし、笑顔で帰
られます。話し相手がほしいと感
じた時こそ相談しましょう。気軽
に世間話をする感覚で来ていただ
ければと思います。

　人それぞれ誰でも悩み事はあり
ます。心配ごと相談所はよろず相
談所ですから、生活の中でこんな
ことはどうすればよいか等、何で
もお話を伺います。良い解決方法
がないか一緒に考えます。

　心配ごと相談事業では、相談員の資質向上を目的に年に2回研修会を開催しています。
　令和元年度第1回目は、9月25日にプラザけやきにおいて、ふるい後見事務所社会福祉士の古井慶
治氏にお越しいただき、「相談過程における情報の共有
と連携」をテーマに開催しました。
　第2回目は、同じく古井慶治氏に「心配ごと相談と
は」をテーマに開催しました。
　今後も研修会を開催し、資質向上に努めていきたい
と思います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着

用、玄関にて手の消毒をお願いします。熱・咳・風邪
症状のある方は、ゆっくり休んでからご利用ください。
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　私は、「またきてカフェin報恩寺」の幹事をしています。またきて
カフェは今年で２年目、特別養護老人ホーム千寿の園が主催し、担
当者に頼まれて始めました。内容は、演芸や住職の法話等、地域の
居場所として開催し、多い時には５０人ぐらい集まり、皆さん楽し
んでいます。
　また、菊川文化協会所属「盆栽菊の会」の代表をしています。毎
年、菊川市文化祭でアエルに出展しています。小笠の堤公民館で月1
回、４月～11月に盆栽菊を教えています。どのように菊を育て形作
るのか、枝ぶりをみています。
　他にも、“掛川面友会”でお面を打っています。図書館で重要文化財
等の資料を探し、縦・横に撮れた写真をコピーして拡大し、スケッチしたものを3次元に修正して
檜
ひのき

に下書きをして彫っていきます。彫った後、胡
ご ふ ん

粉を塗り色付け、細筆をもっと細くしたもので
髪を書き、銅板をたたいて金メッキした目を作ります。1面作るのに3か月程かかり、現在、観音
菩薩を製作中です。

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。
　1つは、町部地区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会で、「遠州小笠新四国八拾八ヶ所霊場　お寺巡り」を企画し3年
かけて3回実施したことです。発端は、妻が明治23年頃のお寺
巡りの地図を持っており、その地図を現代版に作り直し、下見
をしながら住職のお話を聞き、この企画を実施しました。実施
したことは、いい思い出といい勉強になりました。
　2つ目は、町部地区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会で開催した節分まつりで、
私が彫ったお面で鬼になりました。厚紙で作った裃を着て豆ま
きをしました。堀之内体育館で、子供たちは、ビックリしなが
らも必死に豆を鬼に投げつけていたのが印象的でした。また、
右の写真は暮れに息子たちにお面と蓑

み の

を巻き「なまはげ」をや
り写真を撮りました。孫たちはビックリしていました。

Ｑ．趣味や楽しみなことは何ですか。
　私の趣味は釣りです。御前崎港の岸壁でアオリイカ・アジ・かま
す等の夜釣りをします。時には、孫と一緒に行きます。アジがたく
さん釣れ、孫の喜ぶ顔がまた嬉しいものです。
　また、干し芋を親戚の人たちと作ります。6月に植えて、11月に
収穫、12月から干し芋にします。とても甘く、友達にあげると大変
喜ばれます。

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。
　今までの趣味を体の続く限り続けることです。毎日とても忙しく
充実しています。お面づくりも、いいものを作りたい！新しいもの
は、国宝の仏像の写真を図書館でコピーし挑戦します。
　菊盆栽も、もっと格好よく美しいものにしたいです。日々、いろ
んなことにチャレンジしていきたいです。

人生　挑戦の日々

堀田　時彦 さん
（自治会名：柳町）

4※皆さんのお近くで笑顔輝いている方がいらっしゃいましたら社会福祉協議会へご紹介ください。

笑顔、輝いています　－第109回－



　私たち”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
活動している菊川市社会福祉協議会登録の有償ボランティア団体です。

　コロナウイルスの影響で、少しの間、活動を休みました。改めて、日々の大切さを痛感しました。
スタッフ一同、笑顔で子育てができるように寄り添うサポートをしたいと考えています。

子育てサポートりぼん

お問合せ先：０８０－３６５０－８８４４（SMS可）：稲垣
supportRBN-2000@softbank.ne.jp

　孤立した子育てをなくしたい…子育てに関
わるすべての方々に寄り添うサポートを目指
し2000年に発足、今年が20年目の節目の年
です。支えてくださった方々に感謝の気持ち
でいっぱいです。

　絵本を通して親子で楽しい時間を過ごして
もらいたいなという思いから、児童館(にこ
にこタイム・ちびっこおたのしみ館)にて読
み聞かせをしています。
※実施日は、児童館だよりや館内掲示で。
　無料です。

・個人サポート：ママが用事のある時
　　（児童館または、お宅にて）
・学校や幼稚園からの依頼によるサポート：
　　参観や懇談、行事の時など
・菊川市からの依頼によるサポート：
　　離乳食教室・ほのぼの教室や親子ふれあい、
　　就労就業セミナー等
・総合検診“レディースデイ”：
　　くすりん・プラザけやき　
　※お気軽に声をかけてくださいね(*^_^*)

【託児サポート】

【子供と一緒、絵本と一緒♪】
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施設や団体の紹介コーナー



● 令和元年度 菊川市社会福祉協議会決算報告
令和元年度の決算概要について、次のとおり御報告いたします。

勘定科目

会費収益

寄附金収益

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

医療事業収益

その他の収益

サービス活動収益計

10,805,800

99,985

54,716,637

57,495,045

803,560

135,239,513

2,655,930

15,743,480

5,025,475

282,585,425

3.8%

0.0%

19.4%

20.3%

0.3%

47.9%

0.9%

5.6%

1.8%

（Ａ） 　　　

決算額収益 構成比

サービス活動増減の部 単位：円

人件費

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用

サービス活動費用計

サービス活動増減差額

222,364,911

40,480,254

14,874,619

7,717,240

390,976

7,089,472

△ 417,284

75,450

292,575,638

△ 9,990,213

76.0%

13.8%

5.1%

2.6%

0.1%

2.4%

－0.1%

0.0%

（Ｂ） 　　　

（Ａ）－（Ｂ）　

決算額費用 構成比

受取利息配当金収益

その他サービス活動外収益

サービス活動外収益計

11,618

2,519,480

2,531,098

決算額収益

サービス活動外費用計

経常増減差額

0

△ 7,459,115

決算額費用

サービス活動外収益の部 単位：円

固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計

999,500
0

75,450
1,074,950

決算額収益

当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他積立金取崩額
次期繰越活動増減差額

△ 6,576,671
113,570,220
106,993,549

0
0

106,993,549

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額

決算額費用

特別増減の部 単位：円

※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。

収益（サービス活動増減）

費用（サービス活動増減）

会費収益
3.8%

寄附金収益
0.0%

経常経費
補助金収益
19.4%

受託金収益
20.3%

事業収益
0.3%

介護保険
事業収益
47.9%

障害福祉
サービス等
事業収益
0.9%

その他の収益
1.8%医療事業収益5.6%

人件費
76.0%

事業費
13.8%

事務費5.1%
助成金費用2.6%
負担金費用0.1%

減価償却費2.4% 国庫補助金等
特別積立金取崩額－0.1%
その他の費用0.0%

総務企画係（☎35-3724）問合せ

6
192,500

0
192,506
882,444

6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



 施 設 名 　和松会デイサービス
 内　　容 　レクリエーション活動の支援
 募集対象 　一般・学生（小学1年生以上）
 内容詳細 　認知症進行予防プログラムの補助
 期　　日 　月曜日～金曜日　※祝日も活動可能
 時　　間 　13：00～15：00
 会　　場 　和松会デイサービスセンター　猿渡258-1
 持ち物等 　上靴・動きやすい服装・水筒
 期　　限 　随時　※地域の高齢者サロン活動でも
　　　　　  活用できるプログラムを一緒に行います。
 問合せ先 　和松会デイサービスセンター　☎73-6525

 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

菊川インター前花壇に花を植えました

ボランティアさん募集してます

「ボランティアサロン」
　くすりんの完成時に初代館長さんから、「この素晴らしい和室を皆の寄り所にして」と声を掛けて
もらい発足しました。もう10年になります。月2回の集まりです。一番の行事は、毎年90歳になら
れる方に、手作りのねこ半

ば ん て ん

纏をお祝いに贈ってい
ます。初めは袋物等でしたが、「半

は ん て ん

纏を貰いたい
から頑張るで」との声も聞き、作り手にも張り合
いがでます。今年も布と柄を皆でにらめっこの時
期です。市政10周年の時、幼稚園・小学校・くす
りんに、玉入れの玉を赤白100個ずつ全部で600
個作ったのもよい思い出です。
　サロンの日は、机の上に“どうぞ”と野菜・花の
苗が並びます。「来てよかった、ああ楽しかった」
がこの会です。

　例年、社会福祉法人Mネット東遠の利用者
さん・学生さんによる花苗の植え込みやレン
ガアートを行っていますが、新型コロナウイ
ルスの影響を受け交流するイベントとして開
催することが出来ませんでした。
　今回は社会福祉法人草笛の会かすがの利用
者さんが、インター前花壇にポーチュラカや
メランポジュームなど500苗の花を植えてい
ただきました。また、障害理解普及啓発交流
事業としてサイノウ塗装さんに看板も設置し
ていただきました。近くを通ることがありま
したら、ぜひご覧ください。

● 令和元年度 菊川市社会福祉協議会決算報告
令和元年度の決算概要について、次のとおり御報告いたします。

勘定科目

会費収益

寄附金収益

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

医療事業収益

その他の収益

サービス活動収益計

10,805,800

99,985

54,716,637

57,495,045

803,560

135,239,513

2,655,930

15,743,480

5,025,475

282,585,425

3.8%

0.0%

19.4%

20.3%

0.3%

47.9%

0.9%

5.6%

1.8%

（Ａ） 　　　

決算額収益 構成比

サービス活動増減の部 単位：円

人件費

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用

サービス活動費用計

サービス活動増減差額

222,364,911

40,480,254

14,874,619

7,717,240

390,976

7,089,472

△ 417,284

75,450

292,575,638

△ 9,990,213

76.0%

13.8%

5.1%

2.6%

0.1%

2.4%

－0.1%

0.0%

（Ｂ） 　　　

（Ａ）－（Ｂ）　

決算額費用 構成比

受取利息配当金収益

その他サービス活動外収益

サービス活動外収益計

11,618

2,519,480

2,531,098

決算額収益

サービス活動外費用計

経常増減差額

0

△ 7,459,115

決算額費用

サービス活動外収益の部 単位：円

固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計

999,500
0

75,450
1,074,950

決算額収益

当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他積立金取崩額
次期繰越活動増減差額

△ 6,576,671
113,570,220
106,993,549

0
0

106,993,549

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額

決算額費用

特別増減の部 単位：円

※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。

収益（サービス活動増減）

費用（サービス活動増減）

会費収益
3.8%

寄附金収益
0.0%

経常経費
補助金収益
19.4%

受託金収益
20.3%

事業収益
0.3%

介護保険
事業収益
47.9%

障害福祉
サービス等
事業収益
0.9%

その他の収益
1.8%医療事業収益5.6%

人件費
76.0%

事業費
13.8%

事務費5.1%
助成金費用2.6%
負担金費用0.1%

減価償却費2.4% 国庫補助金等
特別積立金取崩額－0.1%
その他の費用0.0%

総務企画係（☎35-3724）問合せ

6
192,500

0
192,506
882,444

写真撮影：おっ撮りカメラ隊
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ボランティアの広場

ボランティア相談　月～金曜日　８：15～17：00　プラザけやき　☎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 　９月１日（火）   ９：００～１２：００
　　　  ９月15日（火）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　９月 ７日（月）１３：００～１６：００
　　　  ９月23日（水）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　９月４日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  ９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。
※奇数月の第１金曜日は、女性専用の相談日となります。

ひきこもり、不登校相談
 日時 　月～金曜日　８：１５～１７：００
 会場 　プラザけやき
 予約電話 　０90-１４７６-３２３３

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、中止になることがあります。開催につきましては、菊川市社会福祉協議会
☎35-3724にお問い合わせください。

※「新しい生活様式」を取り入れ、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら開催いたします。

　この研修は、初めて介護に関わる方の入門講座です。
家族介護から介護職、サービス業まで幅広くお役立ていただけます。
【流れ】

【通学学習日程】

 受 講 料 　無料（テキスト代実費※6,477円[税別] ）
 説明会開催 　９月4日（金）14：00～15：00
　　　　　  ※研修内容等について詳しく知りたい方のために説明会を開催します。（無料・予約不要）
　　　　　  会場：菊川市社会福祉協議会（プラザけやき内）
 申込み方法 　所定の申込み用紙（本会窓口にて配布またはホームページからダウンロード）にて、
　　　　　  本会窓口へ持参または郵送にてお申込みください。（第１次申込み締切）９月17日（火）
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎３５－３７２４

　地域の方々から寄せられる福祉ニーズに応え、すべての人々が「安心していきいき暮らせるまち」
となるよう取り組んでいます。皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
　納入いただいた会費は、地域福祉の推進や福祉活動に活用させていただきます。

賛助法人会費　1口　3,000円
賛助施設会費　1口　3,000円

賛助個人会費　1口　1,000円
賛助団体会費　1口　1,000円

「介護のはじめの一歩！！ －介護職員初任者研修―」

社協会費の御協力をお願いします

日数 月　日 時　間 場　所
9/10（木） 通信学習開始可能日

１ 10/10（土） 9：00～ 17：00

（福）草笛の会
交流ホーム
（上平川7-1）
無料駐車場有

２ 10/17（土） 9：00～ 16：30
３ 10/31（土） 9：00～ 16：30
４ 11/ ７（土） 9：00～ 16：30
５ 11/14（土） 9：00～ 16：30
６ 11/21（土） 9：00～ 16：30
７ 11/28（土） 9：00～ 17：30

日数 月　日 時　間 場　所
８ 12/ ５（土） 9：00～ 16：30

（福）草笛の会
交流ホーム
（上平川7-1）
無料駐車場有

９ 12/12（土） 9：00～ 16：30
10 12/19（土） 9：00～ 16：30
11 12/26（土） 9：00～ 16：30
12 １/ ９（土） 9：00～ 17：30
13 １/16（土） 9：00～ 16：30
14 １/23（土） 9：00～ 16：30
15 １/30（土） 9：00～ 15：30

申
込
み

修
了
試
験

受講スタート

教材到着
＋

通学学習

自宅学習

15日間

1回提出 修
了
！

参加者募集　各種事業
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