
社協の移動支援事
業を紹介します

フェイスブックページ

https://
www.facebook.com/
kikugawasyakyou/

　菊川市社会福祉協議会では、高齢者や障害をお持ちの方の移動支援の取り組みをしています。ご利
用について、またはご興味がある方は社協までお問い合わせください。
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Ⅰ　運転免許証返納について
１運転免許証を返納するタイミング（図１）
〇運転免許証保有者が、運転免許証を返納するタイミングを

年代別にみると、「健康上の問題が出た時」が各年代で最
も高く、男性『老年層』は 72.3％となり、他の層も６割
台となっている。「ある年齢に達した時」や「認知症の診
断を受けた時」、「施設に入所になった時」などといった本
人の判断から運転免許証を返納するケースが多い。「家族
に止めろと言われた時」は『壮年層』
の男性（47.4％）と女性が最も多
く、年代が下がるにつれ低くなって
いる。

〇「運転免許証を返納する気持ちはな
い」は、『老年層』の男性が 7.9％
と最も高く、女性も 3.3％となって
いる。

２運転免許証返納後の交通手段（図２）
①平日、食品や食材などの買い物 
〇運転免許証返納後に「平日、食品や

食材などの買い物」に行く時の交通
手段を年代別にみると、「家族が運
転する自動車」は男女ともに各年代
層で高くいずれも３割台を占め高く
なっている。次に高い交通手段は、
男性は「自転車」と「近場でがまん
する」が２割前後。女性は、「近場
でがまんする」が２割台、「自転車」
は『壮年層』は 21.1％で、『中年
層』（12.2％）と『老年層』（14.8％）
が１割台となっている。「タクシー」
を利用する割合は、『老年層』の男
性が 6.0％、女性は 9.2％と各年代
で最も高くなっている。

Ⅱ　あいのりタクシーについて
①あいのりタクシーの評価
〇あいのりタクシーの評価を年代別にみると、「良いと思う」と「まあ、良いと思う」を合わせた高評価の

割合は、男性は『壮年層』（75.8％）、『中年層』（74.5％）、『老年層』（68.2％）。女性は『壮年層』（80.7％）、
『中年層』（73.3％）、『老年層』（66.2％）の順で低くなり、利用者想定での『老年層』で最も評価が低くなっ
ている。

②あいのりタクシーの懸念点
〇あいのりタクシーの懸念・不満点の自由回答をある程度まとめ集計した結果を年代別にみると、「行き先・

日時の調整」（行き先を選べるのか？ / 時間帯や日時の調整は？等の回答）と「同乗者に対して」（知らな
い人に家まで知られるのは嫌だ！ / 同乗者に気を遣う等の回答）が多い回答となっている。

〇利用評価が低かった『老年層』の男性で「行き先・日時の調整」の声が多くなっている。

　以上が調査結果から把握された内容です。

健康上の問題が出た時

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=171)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=135)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=191)

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=152)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=126)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=123)

年 

　代

　 別

男
性

女
性

ある年齢に達した時 認知症の診断を受けた時

家族に止めろと言われた時

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=171)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=135)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=191)

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=152)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=126)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=123)

年 

　代

　 別

男
性

女
性

施設に入所になった時 車の維持が難しくなった時

事故を起こした時

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=171)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=135)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=191)

壮年層 25 ~ 44 歳　(n=152)
中年層 45 ~ 64 歳　(n=126)
老年層 65 ~ 74 歳　(n=123)

年 

　代

　 別

男
性

女
性

わからない 運転免許証を返納する
気持ちはない

無回答

図 1

図 2

移動支援について考える
　平成 23 年度より、交通弱者支援を地域課題と
して地域福祉の推進の中で取り組んできました。
　今回は、本会が、令和２年３～４月にかけて
25 歳～ 74 歳の住民 2,600 人の方へ郵送にて
行ったアンケート調査の「運転免許証返納につ
いて」と「あいのりタクシーについて」の設問
について御報告します。
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あいのりタクシー
　個々にタクシーを使おうと予定している人たちが
一台に同乗して出かけます。
　“あいのり”とは、移動に困難な状況にある高齢
者がタクシーに相乗りして外出する事業です。
　タクシー料金を相乗りした人数で割り勘にするた
め、個人負担を抑えて買い物に行くことができます。

Q：だれが使えるの？
　菊川市にお住まいの 60 歳以上の方が使えます。

※一人で買い物等が困難な方は、介助者の同乗が
必要となります（介助者も有料）。

Q：利用料金はどのくらい？
　利用料金は、自宅から目的地までの距離によって
決まります。
　相乗りしてかかったタクシー料金を距離に応じ
て、人数で割った金額となります。

Q：どうやって申し込むの？
　菊川市社会福祉協議会へお問い合わせください。

買い物バス
　奥の谷自治会では、社会福祉施設等の車両をお借
りし、ボランティアによる運転で買い物バスの運行
をし、高齢者等の買い物支援を行っています。
　他の自治会や地域でも買い物バスの運行を企画し
ませんか？
　菊川市社会福祉協議会

（生活支援コーディネー
ター）までお気軽にご相
談ください。

福祉車両貸出事業
　車いす対応の車を貸し出します。

【利用対象者】
　菊川市に住所を有する者及び団体で、車イスを使
用しなければ歩行が困難な者、または、本会会長が
必要と認めた者

【利用時間】
(1) 休日、祝祭日以外の
8：15 ～ 17：00
(2) 但し、特に会長が必要と
認めた場合は、この限りでは
ない。

【利用料金】
０ ～ 10km 100円
11 ～ 20km 200円
21 ～ 30km 300円
31km～300円+（走行距離－30ｋｍ×20円）

福祉有償運送事業
　登録運転手が運送します。

【利用対象者】
　菊川市内に在住し、一般の交通手段を利用するこ
とが困難な人で、次のいずれかに該当する人とその
付添い人
(1) 介護保険の要支援又は要介護認定者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳所持者

【利用時間】
月～金曜日の平日
８：30 ～ 16：30

【利用料金】
入会金　2,000 円 
基本料金（初乗り走行 1.5km まで）　300 円
超過料金（１km 毎に加算）　100 円 
※事前予約制となります。

菊川市社会福祉協議会では、
移動支援の取り組みについて、市民の皆様や市内の社会福祉法人、
タクシー会社等にご協力をいただき、次の取り組みをしています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

【問合わせ】
社会福祉法人菊川市社会福祉協議会
☎：35-3724　FAX：35-3202
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　現在、スポンジテニス（堀之内体育館、月6回）・グラウンドゴル
フ（菊川市運動公園、月4回）チームを作り、活動しています。構成は、
70歳以上で男女半々です。また、個人的には、ヨガや卓球をしてい
ます。興味のある人に声をかけやすくするために、自分でスポンジ
テニス・グラウンドゴルフのチームを立ち上げました。なかなかハー
ドですが、皆さん楽しんでいます。

Ｑ　活動し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。
　年を取ると足腰が衰えますが、スポンジテニスは、コートを動き
回り運動になります。皆、元気で楽しんでやっている様子が嬉しい
です。3時間でも、音を上げずおやつタイムもあり楽しんでいます。
週2回やるのが目標です。
※インタビュー時、私たちも凍らせたゼリーをいただきました。美

味しかったです。皆さん、コートを走り回り感服しました（*^_^*）

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　今年、私は77歳になり敬老会でお祝いをいただきました。ありが
とうございます。私は、妹の介護をきっかけに茅ケ崎市（神奈川県）
から菊川市に引越して来ました。私の健康管理は、食事と運動。食
事は、玄米2合、麦1合、五穀米を入れて3.5合にしてご飯を炊いてい
ます。毎朝、野菜10種類を自分で混ぜミックスしたジュースを飲んでいます。運動は、家で2時間、
近くの和田公園の階段の上り下り12回30分くらいを日課にしています。
　引越してすぐに民生委員になったので、地域のことも色々覚えました。

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。
　新型コロナウイルスの影響で、サロン活動もできなかったので、サロンを開催し皆さんに楽し
んでもらいたいです。
　チーム“山下”も健康で楽しく続けたいです。
※チーム“山下”の皆さんの声
　・友達が増えて、知識も増えて楽しいし、

待ち遠しい。
　・卓球・ヨガもやっている。どれも楽しい。

体育館の窓が反射して眩しく、ボールが
見えないこともあり、自前の布を張って
いる。

　・高齢者がやっていると負けてはいけない
と思い、張り合いになる。

　・友達と会うのが、待ち遠しい。3時間フル
でやっても楽しく、気持ちがいい。

チーム“山下”

山下　勝 さん
（自治会名：上本所）

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112回－



軽費老人ホーム和
わ

松
し ょ う

園
え ん

軽費老人ホーム 和松園
住所：菊川市棚草１２５８　　☎７３－３７４１　 担当：和田（生活相談員）

　軽費老人ホーム和松園は、60歳以上で地域で自立して生活するには
不安が認められる方に入所していただき、食事の提供、入浴等の準備、
相談及び援助、健康管理、その他社会生活上必要な便宜を提供するこ
とにより、安心して明るく生活していただくことを目的とした施設で
す。1974年8月に開設し、46年が経過しました。
　和松園では、入所された皆さまにはできるだけ長く元気でいていた

だきたい、自分のことは自分でできる生活を継続していただきたい、という思いのもと、介護予防
活動に力を入れています。

　地域の皆さまには、利用者の日常生活及び事業運営両面にお
いて、日頃から多くのご支援とご協力をいただいております。
　この場を借りて、お礼申し上げます。
　これからもよろしくお願いいたします。（職員一同）

　いきがい講座（コーラス，カラオケ，習字，陶芸，御詠歌，パッチワーク，りふぉーむ，ゲート
ボール，グラウンドゴルフ，ちぎり絵）には、地域の皆さんにも参加いただいております。

【和松園に関する、よくある質問についての回答】
◆外出・外泊は自由です※

◆要介護状態になってもその方の状態により、
介護保険サービス（福祉用具のレンタル，ヘ
ルプサービス，デイサービス等）を利用しな
がら入所を継続することができます。

◆体調が悪い時には食事を居室に運んだり洗濯
等の支援をします。料金はかかりません。

◆飲酒については18:00以降にお願いしています。
◆夜間（17:30～翌8:30）については、宿直1名

のみの対応となります。宿直は職員以外が行
う日もあり、原則として夜間の安否確認は行っ
ていません。

◆受診については、市内の医療機関を対象に週
に２回公用車による送迎を行っています。

※：現在は新型コロナウイルスの感染予防を優先し、行先や目的等により自粛をお願いすることがあります。

入所を検討されている方は、下記までお気軽にお問合せください。

認知症予防教室お楽しみ教室はつらつ教室リハビリ教室
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「みなさまへのご報告」

菊川市社会福祉協議会「賛助（法人・個人）会員・団体（施設・団体）
会員」にご加入いただきありがとうございました

社協一般会費の納入ありがとうございました

賛助・団体会員

一般会員

　本年5月より「賛助会員・団体会員」を募集いたしました。次の法人（企業、事業所）・個人・
施設・団体のみなさまにご加入いただきました。ご協力いただきました会費は、地域の社会
福祉活動へ有効に活用いたします。

　毎年、自治会を通じて納入いただいております社協一般会費（各世帯）につきまして、本
年もみなさまにご理解とご協力をいただきました。今後も地域福祉の推進に努力してまいり
ますのでよろしくお願いいたします。

令和２年度
菊川市社会福祉協議会　一般会費集計

地区 世帯数 金額
西方 799 639,200
町部 1,148 918,400
加茂 1,756 1,404,800
内田 811 648,800
横地 595 476,000
六郷 2,656 2,124,800
河城 1,226 980,800
平川 1,020 816,000
嶺田 514 411,200

小笠南 791 632,800
小笠東 966 772,800
合計 12,282 9,825,600

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

「みなさまへのご報告」

㈱菊川カントリークラブ
西富田茶農業協同組合
㈱ライフケア加藤設備
上倉沢茶農業協同組合
㈲村瀬建設
㈱トミハラ
㈱村田建設
スズテック㈱
桜井医院
㈱静岡ツーリスト
㈱内田電設
島田掛川信用金庫 菊川支店
㈲アイエル
㈱山下組

（医）池ヶ谷内科医院
㈱オーザ

（医）正圭会 福地医院
㈲オーメック
㈱アーク東海
神尾金上茶農業協同組合
ウイングホーム㈱
菊川燃料㈲
㈱松永茶舗
㈱落合組
㈱清水銀行 菊川支店
㈱石川組
島田掛川信用金庫 菊川南支店
㈱服部モータース商会
㈲ＹＳ警備
㈱田嶋電気工業所
㈲夢み
㈲ツルタ
㈲スギ技建
㈲内海建設
㈲菊川生活環境センター
武藤歯科医院 
㈲石山商店
㈱静岡銀行 菊川支店
㈲加藤軽合金
㈲小田石油
㈱シムラ
㈱ミクニ 
ききょう薬局菊川店
㈱浜崎商店
菊川中央茶農業協同組合
㈱牧野組
㈱トキワ
㈱エムビーエス
㈱河原﨑商事菊川
㈲サンメン菊川
㈱落合製作所
㈱沖開発
共栄製茶農業協同組合
フジオーゼックス㈱ 静岡工場
㈱テトス ふじデイサービス
㈱グリーンループ

（医）北島クリニック
㈱さくら 
㈱東海サイエンス
㈱グランロード

㈲スタジオワン福田
川﨑工業㈱
菊川シール工業㈱
㈲長谷山機販
松下産婦人科医院

（公社）菊川市シルバー人材センター
㈱佐野 善行の会 
アプリイ菊川
菊川タクシー㈲
森クリニック 森重夫
クミアイ化学工業㈱
菊川耳鼻咽喉科
㈱ホンダカーズ駿河
㈲斉藤新聞店
通所介護松若
㈱スーパーラック
菊川建設㈱ 
㈱ケイリックス
横浜植木㈱ 菊川研究農場
㈱関東オークラ
㈲マイスター工房
㈲菊川みなみ薬局
㈱マルイチ

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
菊川市商工会
石崎耳鼻咽喉科　
デイサービス菊川加茂の家
㈱トラスト
㈲丸三石油商会 
㈲ワカスギ塗装
㈱コモード　デイサービスかなで
㈱佐野機械店
㈲正樹園 
㈲サンワテック 
内田第三茶農業協同組合
㈱浅野 静岡工場 
黒七肥料農材㈱
落合刃物工業㈱

（医）晴和会 さわだの庄
㈲石川造園設計
㈲トスカル（ローソン西方店）
西方茶農業協同組合
㈲ツルタ電気
SUS㈱
㈲高塚保険事務所
㈱オカムラ
静岡日電ビジネス㈱
㈲ワイエスデー
㈱若杉組

個人会員
大橋　眞佐美
松下　壽男
沢崎　久雄
高野　忠敏
石川　虹美子
酒井　幸寛
杉山　茂
赤堀　慎吾
井伊谷　藤雄

鈴木　吾朗
山岸　東平
黒田　知
沖野　敏道
有海　忠
角替　俊彦
水野　重之
門口　好男
堀　　要
飯塚　圭吾
杉本　久栄
落合　純子
齋藤　久司
松浦　昌乃
八木　澄雄
八木　敏昭
内田　勝美
富井　幸廣
佐野　誠
山田　道子
鈴木　数彦
水野　武代
大橋　治良
宮城　昭文
伊藤　春美
米倉　範久
鈴木　恵
杉本　和子
山崎　良雄
久保田　恩
伊藤　高德
杉山　志のぶ
山下　勝
村木　ユキ子
落合　岐良
加藤　好志
藤江　一徳
榑松　朱美
杉田　真弓
星野　律子
近江　勝義
高橋　紀子
新井　近
小林　利明
山田　照義
伊藤　彰彦
高木　勝治
深津　周次
岩澤　正美
鈴木　君代
塚本　栄
栗田　祐之
小原　芳和
髙岡　久夫
赤羽　千代子
落合　淳子
石川　昌子
内山　康彦
赤堀　てる子
福原　実

増田　忠雄
小杉　信策
高野　忠俊
中島　美樹
黒田　節子
鈴木　徳雄
寺本　秀子
千原　享子
鈴木　美代
森下　辰己
笹瀬　厚
清水　千明
澤島　延行
袴田　啓子
山口　末夫
松本　実
山本　清
榑林　多恵子
宇野　眞平
鷲山　ひとみ
坂部　健次
黒田　晃
桐岡　薫
妻木　砂織

施設会員
双葉こども園
横地保育園
菊川保育園
ひかり保育園
ひがしこども園
みなみこども園
おおぞら認定こども園
東遠学園組合

（福）白翁会 千寿の園
（福）白翁会 光陽荘
（福）白翁会 喜久の園
（福）白翁会 内田デイサービスセンター
（福）草笛の会 草笛共同作業所
（福）草笛の会 かすが
（福）草笛の会 菊川寮
（福）和松会 和松園
（福）和松会 松寿園
（福）和松会 松秀園
NPO法人小規模多機能ホームようこそ
JAデイサービス夢咲

（福）Mネット東遠 きくがわ作業所
（福）Mネット東遠 工房オアシス

団体会員
菊川市老人クラブ連合会
菊川市身体障害者福祉会
菊川市手話通訳者協議会
菊川市手をつなぐ育成会
菊川市遺族会

（順不同・敬称略）

法人会員
㈲オガサ自動車
㈱ホソヤ 
㈲永田建工
㈱湯浅製作所 静岡工場
㈱スリーエス
山岡産業㈱
㈲遠州丸伍園
菱電旭テクニカ㈱
菊川化成㈲
㈲二俣配管
㈱おがさ
㈲やまの鈴木建築
太田レンタカー㈱小笠営業所
㈲幸和建設
小笠運送㈱
マルマツ食品㈲
㈲園田自動車
㈲システムプランニング
丸幸製茶㈱
河東開発工業㈱
㈲河原崎木型
袴田燃料㈱
ビクトリースイミングスクール
制研化学工業㈱
㈱寺本カーライフ
土井電気工事㈱
㈲小笠衛生
JA静岡経済連小笠食肉センター
三邦ポリマー工業㈱
阿形工業㈱
五光コンテナー㈱
㈱生駒化学工業東海工場
赤土原茶農業協同組合
㈲齋能園
小笠薬局
NOK㈱東海事業場
㈲丸正渡辺製茶工場
㈱産榮工業
㈱高忠トライデント
NOKフガクエンジニアリング㈱
㈱小松防研監理事務所

（医）篠原医院
㈱橋本屋呉服店
島田掛川信用金庫 小笠支店
サクラ缶工業㈱ 
マルゼン工業㈱
㈱すず保
㈲保険企画
㈲きらく旅館
㈱メディカルフレンド
㈱大弥 
㈱オール看護小笠
南部建設㈱
内外化成㈱小笠工場
鈴与エコプロダクツ㈱
㈱東遠保険コンサルタント
㈱クリークウォーカー
㈱ファインケム
㈲大橋造園



ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）
「郷援隊（きょうえんたい）」
　私たち郷援隊は、平成27年に堀田地区を中心として、地域の緑化整備や自治会等の活動の応援、
地域の困りごとの解決などを目的に活動を始めました。
　現在のメンバーは16名で、原則、毎月第1・第3木曜日に西方地区内で緑化整備を中心とした活動
をしています。
　これまでに、通学路にはみ出した樹木の伐採や草刈
り、東遠学園の樹木の剪定・草刈り、台風や大雨によ
る災害の復旧作業、市が管理する道の整備、保育園の
たけのこ狩り・子供会の餅つき等の行事の補助などの
活動を行ってきました。今後も、皆で楽しみ
ながら、地域の人に喜んでいただけるような、
地域のためになるような活動を続けていき
ます。
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

　今回の講師若宮氏は、人生100年時代・60歳を過ぎると人生は面白くなるとおっしゃっています。
年齢に関係なくいろんな事にチャレンジしたり、皆さんのこれからの人生に少しでもお役だていた
だけたらと思います。ぜひご参加ください。
 日　　時 　令和2年12月13日（日）13：30～15：30
 会　　場 　プラザけやき201会議室
 講　　師 　若宮　正子氏（メロウ倶楽部副会長）
 内　　容 　リモート講演『人生に「もう遅い」はない』
 対　　象 　ボランティア活動に参加している方、関心のある方　等
 主　　催 　菊川市ボランティア連絡協議会「ゆう＆あい菊川」
 申込期限 　令和2年11月30日（月）まで
 申 込 先 　菊川市社会福祉協議会
 ☎35-3724　　FAX:35-3202

参加者募集　ボランティア講演会

　まちの居場所とは、誰でも気軽に自由にすごせる場所です。活
動の内容は様々ですが、出入り自由・過ごし方も自由です。社
会福祉協議会では、生活支援コーディネーター事業の取り組み
として市内各地に『居場所』が広がるように活動をしています。
【人とお話をすることが好き】な方【得意な事を活かしたい】
方など『居場所』に興味のある方、お気軽に問い合わせください。
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

まちの居場所ボランティア募集
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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 　12月１日（火）   ９：００～１２：００
　　　  12月15日（火）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　12月 ７日（月）１３：００～１６：００
　　　  12月21日（月）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　12月４日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  12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。
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

※毎月第１月曜日（祝日の場合は翌週）には、
　ひきこもり・不登校サロンを開設しています。

 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。

※「新しい生活要式」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。

　誰かに話を聴いてもらえるだけで、気持ちが楽になり安心したり、楽しみになるという方が多く
いらっしゃいます。人と人との繋がりが求められている今、話す人の心に寄り添う「傾聴」が必要
とされています。
　「傾聴」は日常生活でも様々な場面で役に立つコミュニケーションツールの１つです。傾聴の基
本や実践で活きる知識、スキルを学んでみませんか？

 日　　時  　令和２年１２月１１日（金）　　13：30～15：30
 会　　場  　菊川市六郷地区センター　多目的室
 講　　師  　古井　慶治　氏
 （ふるい後見事務所　認定社会福祉士）
 内　　容  　“傾聴”についての講義・演習
 対　　象  　菊川市在住の方ならどなたでも（無料）
 定　　員  　20名程度
 申込期限  　令和２年12月３日（木）
 申込み先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

　「誰かのために何かをしたい」と思っていても、思うように活動できず、誰もがもどかしさを抱
えています。そんな今だからこそ、出来ることをしませんか？ボラ協は「思いやりをつなげよう♬
ボラ協あったかまつり」をシズウエルで開催します。感染予防に配慮しながらできることをご提案
させていただきます。ぜひご参加ください。

 日　　時  　令和２年１２月５日(土)　　8：30～16：30
 会　　場  　静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)　１階104会議室前集合
 内　　容  　●学びたい～感染症対策に役立つ知識を得たい～
 ●動きたい～お祭りでみんなを笑顔にしたい～
 申込み先  　静岡県ボランティア協会　☎054-255-7357
 問合わせ  　菊川市社会福祉協議会　　☎0537-35-3724

傾聴ボランティア育成講座　“私らしいボランティアのはじめ方”

えらべるあったかボランティア参加募集

参加者募集　各種事業

佐
々
江
タ
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