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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
Eメール　info@kiku-syakyou.or.jp

 ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/
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.192
2021年

2月発行

障がいのある方もない方も
地域の中で活躍しています

　菊川市社会福祉協議会では、「身体障害者福祉会」、「手をつなぐ育成会」の活動を支援し
ています。
　今年の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から活動がままなりませんでしたが、この
二つの福祉団体の代表者の皆さんから、今抱えている自分たちの会の現状をお聞きしました。



団体活動の現状と課題
　菊川市身体障害者福祉会の山田正臣会長、菊川市手をつなぐ育成会の服部秀俊会長に
お話を伺いました。
　それぞれの団体が抱えている現状や課題等を市民の皆さんに少しでも知っていただき、
ご理解いただけたらと思います。

●身体障害者福祉会の現状

●今抱えている課題

ふれあい奉仕活動（プラザけやき清掃）静岡県地震防災センター前にて

身体障害者福祉会

手をつなぐ育成会

　この会は、菊川地区と小笠地区に分かれ、その中には視
覚部・ろうあ部・グラウンドゴルフ部・フライングディス
ク部があり、現在140名の会員が活動しています。
　年間行事として、春の研修旅行、フライングディスク大
会、スポーツ大会、秋の研修旅行を計画し会員同士の交流
を図っているのですが、令和2年度のコロナ禍の中で中止
となり活動もできない状態です。スポーツ大会は、９月に
予定していたものを１月に延期したのですが、結局中止と
なりました。
　静岡県西部地区のグラウンドゴルフ大会は実施し、菊川市の横山善明さんが優勝しました。ま
た、西部地区の文化部にも所属しているので、菊川市会員の中でも何人か出品し、池中義一さん
が陶芸で最優秀賞を取りました。
　私は現在会長をしていますが、皆さんが協力してくれるので大変恵まれています。最初は、嫌
だなと思ったのですが、やりだしたらとても楽しいです。市役所の福祉課、社会福祉協議会がい
ろいろと助けてくれるのでとてもありがたいなと思っています。

　新しい会員が増えないことです。菊川市で身体障がい者手帳を持った方が約1500名いて、そ
のうちの140名が所属し、とても少ないです。現在会員は63歳から104歳位までの方がいらし
て、とても楽しいのでたくさんの方に入ってもらいたいです。
　また、令和2年度はコロナ感染症拡大防止のため行事が出来なかったので、来年度はもっとい
ろいろな行事が出来る年になればと思っています。

●今抱えている課題
　令和2年は、ネズミ年で希望の年として出発しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で
生活様式が一変しました。ステイホームの影響で、虐待も懸念されています。その為、横の連絡
をスムーズにコミュニケーションをとるのが大事となっています。傾聴を心がけ、悩みを半減す
るよう努めています。(激励・共感・親への感謝)
　組織としては個々には成長していますが、2年ごとの役員改正時はいつも頭を抱えます。夫婦
共稼ぎの傾向が続く中、なかなか役員を受託していていただく方がいないのが現状です。
　健康診断は、国民健康保険の特定検診の対象になる人が多いのですが、受診しない人が多いの
で障がい者でも受診しやすい工夫をして欲しいです。
小さな組織なので、行政に頼ることも多いので宜しくお願いします。

●市民の皆さんへのメッセージ
　一日も早く新型コロナウイルス感染症の
終息を願います。その間、健康管理をしっ
かりとし、力を蓄えましょう。また、読書
を慣行とし、惑わされない情報判断を。医
療従事者には、感謝と激励を贈ります。あ
りがとうございます。
　今年は、丑年、ギュッとしめて　モーレ
ツに前に進みたいですね。

●市民の皆さんへのメッセージ
　身体障がい者手帳を持っている方は、ぜひ
入会してください！！
　フライングディスク大会も「手をつなぐ育
成会」・「社会福祉法人 草笛の会」と一緒に
活動します。手帳の色は違うけど、とても楽
しく大会をします。ぜひ皆さん一緒に活動し
ましょう。

●手をつなぐ育成会の現状
　障がいをお持ちの子どもから青年まで、60名の会員が
在籍しています。その中には本人部会があり、それぞれ
計画を立てて活動しています。
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で年
間行事が自粛となり、例年のような活動が出来ませんで
した。総会も、書面決議、来られた方にはアルコール消
毒薬等配布し感染対策としました。また、新型コロナウ
イルス対策の講習会も開き、手洗いの仕方・3密を避け
る等の感染予防の指導を受けました。
　11月には本人部会の活動で、リニューアルした防災セ
ンターの見学・キウイフルーツ狩り・バーベキューもで
き飛沫感染に気を付けながら25名の参加者が楽しいひと時を過ごすことが出来ました。12月に
は毎年恒例のたこ満のスポンジケーキで色々なデコレーションケーキが完成し、満足した会員た
ちの笑顔が印象的でした。
　いずれの行事も、3密・換気・うがい・マスク着用の基本と予防の努力をしています。
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　サイノウ塗装を始めて12年目、毎年1回ほど地元の幼稚園、保育園、
小学校、中学校の遊具やベンチなどの塗装ボランティアを行っています。
　4年前からは、全国の塗装店が集結し行っている塗装ボランティア団
体『塗魂ペインターズ』に加入し、全国各地の塗装ボランティアにも
参加するようになりました。そこでは、多い時で100人以上の塗装職人
が集まり、自社だけではできない大がかりな塗装を一度に行っています。
塗装道具は、協賛メーカー様が提供してくださり、道具から塗装まで
の全てが助け合い精神で行われています。また、震災時には被災地へ
赴き仮設住宅の塗装を行い、塗装を通じた社会貢献に努めています。

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。
　母校である岳洋中学校の野球部の生徒・保護者と一緒に塗装を行ったことです。「いつも使って
いるモノを自分たちで塗ることで、大切に扱ってほしい」という想いから計画しました。野球部
のみなさんが服にペンキをつけながらも、一生懸命スコアボードやベンチなどを塗る姿が大変印
象的でした。綺麗になった道具を見て達成感があったと思います。
　僕たち職人は、お客様から“お仕事として”お家の塗装をさせていただいておりますが、こういっ
たボランティア塗装では、ただただ楽しみながら無我夢中で塗ること
が出来るので、塗装本来の楽しさを再確認することができます。

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　趣味は、仕事と言いたいところですが、やっぱり仕事終わりのビー
ルですかね（笑）
　創業時から山あり谷ありのサイノウ塗装を支えてくれている職人さ
んたちの成長を近くで見ていられることは、本当に幸せな事であり楽
しみでもあります。これからもみんなで菊川市の屋根・外壁を守って
いきたいですね。

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。
　地元に少しでも恩返しが出来るようなボランティア塗装を続けていきたいです。予算がなく塗
装したくても中々できない…とお困りの施設がありましたらご連絡いただき、僕たちでできる範
囲でしたら協力させて頂きます。卒業生との思い出作り塗装なども楽しそうですね。
　また、近年では建設業に携わる若者が減ってきてしまい、職人不足な時代になってきました。
今後は、就職が近い世代の子たちに塗装の素晴らしさや、やりが
いを体験していただき、将来の塗装職人の育成も考えています。
　塗装とは塗るだけではなく、建物の10年後、15年後まで
を考えた施工知識・施工技術が必要です。塗装職人の汚れた
服は勲章です。建物を守るために塗装職人は、日々塗装して
います。これからの若い世代の人たちにも建物を守る正義の
味方になってもらいたいです。

育った地元に塗装でできる社会貢献

齋能　卓 さん
（自治会名：岳洋）

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114回－



NPO法人 おがさ茶のらく

留学生を菊川市に招待して手もみ体験

松崎町伊豆文邸での菊川茶いれ方教室

市内小学校手もみ教室

市内小学校お茶教室台湾国際茶業博覧会

お問合せ先　赤堀 実　　☎７３－６４９０

　旧小笠町の時、4H(心・頭・手・健康)クラブとして丹野池周辺の草刈り、小学校での手もみ体
験を行っていました。菊川市誕生によりNPO法人「おがさ茶のらく」となり、主にお茶を通して、
お茶の歴史・文化の学習、体験を行っています。
　現在、茶の消費低迷による茶業界全体が活気のない中、茶の消費拡大は家庭環境からを柱に子供
の教育、子どもから親への教育、お茶を飲む環境づくりをしております。”茶の間”という空間には、
お茶は欠かせません。家庭の中の会話には、お茶があることが理想です。
　子どもたちが緑あふれる田園風景の広がる菊川市に生まれ育ち、大人になって思い出す子供のこ
ろの事。小学校の時に体験した虫、蜘蛛の巣があった茶園、熱くて疲れた手もみ体験、初めて触っ
た急須など、大人になって思い出していただければ幸いと思い活動しています。
　海外の友達を菊川市に来ていただき、茶園・製茶工場・仕上げ加工工場の視察や緑茶・紅茶の手
もみ製茶技術の体験を行っています。台湾国際茶葉博覧会に毎年出展して手もみ実演、菊川茶の
PR、台湾茶農家・台湾茶商との交流を行っています。
　子どもたちへのお茶講座を通して日本一お茶を飲む街。海外の人たちが、日本一お茶を楽しめる
街を目指して仲間たちと一緒に頑張っていきたいと思います。

5

施設や団体の紹介コーナー



「みなさまへのご報告」

NPO法人 リョービ社会貢献基金 様連合静岡東遠地域協議会　様元気サロンおせっかいの会　様

　歳末たすけあい募金を活用して、支援を必要とされる方々への見舞金としてお渡ししました。
また、５つの就労継続Ｂ型支援事業所へ助成しました。皆様からの温かいお気持ちに感謝いたし
ます。ありがとうございました。

　心温まる浄財は、社会福祉事業に有効活用させていただきます。

配分金を活用した就労継続Ｂ型事業所
・ジョブステイションしずおか　・きくがわ作業所　・草笛共同作業所　・工房オアシス　・やすらぎの郷

浄 財 寄 付

切 手 寄 付

車 両 寄 贈

物 品 寄 贈 ゲ ー ム
アルファ米
マ ス ク
紙 お む つ
テ ー ブ ル
タ オ ル

元気サロン「おせっかいの会」様　　二村 俊廣（社会福祉協力会員）様
匿名　様3件
杉村 安正　様

NPO法人　ハートあんどハート菊川　様

二俣 祐子　様
上本所自治会様　　仲島自主防災会様　　西袋自主防災会様
(福)静岡福祉協議会様　　連合静岡東遠地域協議会様
佐塚 定祥　様　　ふじデイサービス　様
特定非営利活動法人　リョービ社会貢献基金　様
明るい社会づくり運動菊川地区協議会　様
静岡県退職公務員連盟小笠支部　様

ご寄付ありがとうございました

歳末たすけあい募金配分事業を行いました
～ありがとうございました～

～ありがとうメッセージ～ 草笛共同作業所
　歳末たすけあい運動助成事業を活用し、
コロナ禍の中、感染予防に配慮しながらク
リスマス会を開催することが出来ました。
利用者さんからは「楽しかった、ありがと
う」と言っていただけ、久しぶりにたくさ
んの笑顔を見ることが出来ました。募金を
していただいた皆様に感謝いたします。本
当にありがとうございました。

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」



ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

ボランティア募集

ボランティア活動保険のご案内

菊川要約筆記たんぽぽ
　耳が遠くなって、家族が楽しそうに話していること
がわからない。近所の人や友達と話せなくなり寂しい。
講演会、病院、子供の学校、地域の会合へ行きたいけ
れど…と困っている皆さんやご家族の方、私たちの
サークルを見学に来てください。
　あなたの悩みが軽くなるようご支援するのが私たち
のサークルです。サークルでは聞こえる人がみんなの
話を文字で書くので楽しくお話ができます。
　しそジュース・鬼ゆずジャム作り、お花見など楽しい行事もあり
ます。文字を書くことが好きな方も、ぜひお出かけください。

【定例会】毎月　第２月曜日　９：３０～１１：３０
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

　菊川市内の潮海寺にある、きくがわデイサービスセンターぎおんの里で、一緒に花壇の整備をし
ていただける方募集してます。現在、手作りの花壇にスイセンの花や玉ねぎを植えています。利用

者さんが、ちょこっとお散歩しながら、お花や野菜を
見れる花壇がつくれたらと思います。お手伝いしてい
ただける方、お待ちしています。
花壇整備は、デイサービスがお休みの日曜になります。
よろしくお願いします。
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会　☎ 35-3724

　ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。
 加 入 対 象 者 　ボランティア個人又はボランティアグループ、団体（NPO法人他）
 対象となる活動 　自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動
 保　　険　　料 　基本プラン：３５０円
　　　　　　　　  天災・地震保障プラン（地震、噴火、津波に起因する死傷も保障）：５００円
 補　償　期　間 　令和３年４月１日以降、加入日から令和４年３月３１日まで
※令和３年度の加入受付を開始しています。お早目にご加入ください。
※ボランティア行事用保険もありますのでご加入ください。
 申 込 ・ 問 合 せ 　菊川市社会福祉協議会　☎ 35-3724

企業さんも
大歓迎！！

「耳が不自由です」と書かれた耳マークシールがあります。
福祉課へお尋ねください。

7

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 　３月１日（月）   ９：００～１２：００
　　　  ３月15日（月）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　３月５日（金）１３：００～１６：００
　　　  ３月22日（月）   ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　３月５日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  ３月21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金曜日は女性専用日になります。

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。

　菊川市内では10年以上前から交通弱者の問題が把握され、平成24年度から福祉有償運送事業の
展開に取り組んできました。令和2年度からは住民の要望に応えるため事業
拡大により資金が不足しています。今後も交通弱者への移動支援事業を継
続していくため、皆さまからの応援をお待ちしております。

 募 金 期 間  　令和3年1月1日（金）～3月31日（水）
 寄付の方法  　 ①郵便振替
 （社会福祉協議会窓口にて「払込取扱票」をお渡しします）
  ②インターネット
 （次のQRコードから）

　地域の高齢者等、在宅での医療が必要な方の生活を支える大切なお仕事。せっかくの「看護師」
の資格を活かしませんか？
　面倒見のいいスタッフがいるので、はじめてでも安心!!　アナタを待っている人がたくさんいます!
　仕事内容や、労働条件について詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724
※お電話の上、面接時に履歴書（写貼）ご持参ください。

「課題解決プロジェクト募金」あなたが支える移動支援サービス

訪問看護師募集！！

 期　　間 　令和3年4月7日から令和4年2月9日の毎週水曜日（祝日、年末年始は休み）
 時　　間 　昼の部10：00～11：30　夜の部19：30～21：00
 内　　容 　手話講座40回、実践1回
 他に必須講義が3回（5/15、7/10、9/11の土曜日の午後）
 会　　場 　プラザけやき
 対　　象 　中学卒業以上で市内在住、在勤の方
 申込期限 　令和3年3月26日(金)
 申込方法 　下記へ電話またはFAXで申し込み
 福祉課障がい者福祉係　☎37-1252　FAX37-1255
※新型コロナウイルス感染状況により、講座が中止となる場合があります。

あなたも手話を学んでみませんか～手話奉仕員養成講座～

目標金額
817,000円22％

参加者募集　各種事業
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