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社協だよりきくがわ
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。
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　身体の障害のために一時的に福祉機器や用具が必要な高齢者や障害をお持ちの方に対し貸し
出しをしています。
　身体の障害のために一時的に福祉機器や用具が必要な高齢者や障害をお持ちの方に対し貸し
出しをしています。

〇菊川市内に住所を有する方
〇介護保険サービスを未利用の方
〇病院受診、旅行、遠距離外出に必要な方
〇その他の一時的に必要と認める方

　交通機関を利用することが困難な歩行障がいの方（車イス生活者、高齢者等）を対象に車イ
スのまま乗車出来る小型リフト付き車両（軽自動車）を貸し出しています。

〇菊川市内に住所を有する方で、車いすを使用しなければ歩行が困難な方。

〇休日、祝祭日以外の８：１５～１７：００（原則）

〇走行距離に応じて利用料をいただきます。

〇病院への送迎
〇施設への送迎
〇福祉団体、障がい者団体等が主催する行事に参加するとき等

貸出には申請が必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。

ベッドのみ月５００円の利用料がかかります。
その他の貸し出し費用は無料です。

車いす、リクライニング車いす、シャワーチェアー、浴槽イス、歩行器、歩行者、杖、浴槽手すり、
ポータブルトイレ、スロープ等

貸出期間は、おおむね１か月とし、最長２か月以内です。

車いす

ポータブルトイレ

折りたたみスロープ

・長さ125cm最大段差30cm
・長さ150cm最大段差40cm

介護ベッド2モーター（高さ調整、背上げ）

入浴補助用具

リクライニング車いす 歩行補助用具

返却にあたっては
清掃等行って
お返しください

距　離
０～１０km
１１～２０km
２１～３０km
３１km～

利用料
１００円
２００円
３００円

３００円+１kmごとに２０円加算

費用

ご利用いただける方

期間

貸出期間は、おおむね１か月とし、最長２か月以内です。
期間

利用できる方

利用目的

利用できる日時

費用

対象福祉機器

車イスのまま乗れる福祉車両の貸し出し
福祉機器・福祉用具の貸し出し

縁之下チカラ

猫之手カリル

問合わせ 菊川市社会福祉協議会（菊川市半済1865番地 プラザけやき内）　☎35-3724
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　Ｑ　　　 現在の活動について教えてください。	

　私は間もなく92歳になります。『晴耕雨読』という言葉がありますが、それと同じような『晴働(動)雨
読(書)』で日々を過ごしています。
　晴れの日は、100本ほどある庭木の整枝・剪定・施肥・消毒などの手入れをし、山や畑や道畦の草刈り
をしています。ついでに近所のお宅の手伝いもしています。また、グラウンドゴルフは週3回クラブの皆
さんと練習をしています。昨年は、12回の月例会の年間総合で優勝しました。毎朝ウオーキングをして
いましたが、5年ほど前から「ラジオ体操」にして、今も続けています。朝の「深呼吸20回」は気持ちが
いいです。
　雨の日や夜は、「本や雑誌」を読んだり、「手紙や雑文」を書いたり「絵手紙や淡彩画」を描いたりし
ています。絵手紙は週1枚投函を心がけて、コロナ禍でも出来る交流を楽しんでいます。

　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。	

　私は教員時代、小笠町立小笠南小学校に勤務していた時に小笠南小
の校歌を作りました。昭和48年度の卒業生が版木で校歌を彫ってくれ
ました。体育館が新しくなった時に、その校歌を綺麗に表装しなおし
て飾ってくれました。今もそれを見て、子どもたちが明るい声を響か
せてくれています。

　Ｑ　　　 趣味や楽しみなことは何ですか。	

　私は「主題」「添書」のある『版画年賀状』を毎年作成しています。教員時代に故安野光雅さんと子ど
もの絵の研究会で一緒に勉強をしました。度々お会いしたわけではな
いのですが、手紙のやり取りをするようになり、安野さんに刺激され
版画の年賀状を作るようになりました。私は『表現』という言葉が好
きです。表現は心を覗かれるようで恥ずかしいことですが、創り出す
喜びや楽しみがあります。

　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。	

　昭和32年から始め、1年も欠けず続けてきた『版画年賀状』
が、今年で65回目になりました。あと5回続けて､「版画年賀状
70年作品集』を作り、『版画年賀状70年展』の開催を目指して
います。
　また、油絵で、「横地小学校」と「自画像」を残したいと思っ
ています。

表
・

現
・

は心をのぞく窓

福島	勲さん（自治会名：東横地）

※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。

第117回
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　３月に“だれでも食堂”が15回目を迎えることになりました。忙しい
ママには休日に子どもたちと過ごすお昼、家族連れやご年配のご夫婦
が娘さんやお孫さんを連れ食べに来てくださいます。そんな様子をい
つもほほえましく拝見させていただいておりました。
　残念なことに昨年よりのコロナ禍の影響で、カレーや焼き餅はしば
らくの間はお持ち帰りにさせていただいています。試行錯誤、工夫を
して、“だれでも食堂”を開催し皆さんに喜んでいただけるように頑張っております。
　子ども食堂とは形式は様々ですが各地で開催され、孤食や個食または子どもの貧困問題など何かの事
情がある子ども達が楽しんで食事が食べられるよう、個人やボランティア、自治体などが支援をして開
催される食堂です。私たちセカンドライフマスターズでは、開催場所が龍雲寺というお寺なので、精進
カレーを提供しています。子どもに限らず、誰でも参加してもらうように“だれでも食堂“とし、お菜銭は
100円でお代わり自由です。毎回メンバーの指導のもとに、災害時に役立つよう炭おこしをして餅焼きも
しています。
　セカンドライフマスターズの皆さんは、菊川協働センター主催のセミナーが龍雲寺で開催され参加さ
れた方々で子ども食堂を開催して子ども達の支援をしたいけれど開催にこぎつけず困っていると相談し
たところ手助けをしてくださるとのことで大変感謝しました。そして晴れて”だれでも食堂”が開催できる
様になりました。
　思いだけで現実になるのは大変な事でしたが、最近はボランティアのお手伝いのメンバーも徐々に増え、
定番のカレーの他にお餅や焼き芋・お菓子などの寄付をいただく時もあり、お客さんも子育て世代から
老若男女来てくださりやりがいがあります。たとえ1回きりでも、”だれでも食堂”で楽しかったお昼を食
べた思い出になれば、メンバー皆嬉しく思います。昭和のおせっかいともったいない世代のセカンドラ
イフマスターズの活動ですが、楽しみながら続けていければと思っています。

だれでも食堂　セカンドライフマスターズ

テイクアウトのカレー
気を付けて
持たなくっちゃ‼

炭火の磯辺焼き
美味しいよ！

スタッフ一同、お待ちしています。

スルガエレガント
寄付いただきました！
ありがとうございます

問合わせ 村松小鶴枝　☎35-2939

施設や団体の紹介コーナー
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　２月９日（火）、子育てレッスンで乳幼児の救急法を勉強しました。
講師に菊川市消防署員をむかえ、市内在住未就園児親子15組が講習
を受けました。参加されたお母さんの声を紹介します。
・大変参考になった。
・１年前も参加したが、忘れていることが多く継続してやると覚え

られるので良かった。
・テレビで見るのと実際に体験するのでは違うので良かった。
・赤ちゃんの人形で体験できたので良かった。
等の声がありました。
　子どもさんのもしもの時に、慌てずに行動できる知識が身につき
有意義な時間を過ごすことができました。

　２月17日(水)に移動サービス事例報告会を移動サービスに興味のある地域の方々10名と行政職員、社
会福祉協議会職員でZoomのオンラインにて傍聴しました。
　静岡県における高齢者や障害者を対象とした移動サービスの必要性、他市町の実践報告について13時
から17時15分と長時間に渡る報告会でした。
　まず、NPO法人全国移動サービスネットワーク副理事長である河原崎民子氏が生活に必要な外出に困
る高齢者が増えている背景、地域で移動支援を行うにはどうしたらいいのか？法制度の仕組みなども含
め分かりやすく説明していただきました。その後、静岡県内で既に行われている移動サービスの取組み
の報告、パネルディスカッションがありました。
　各市町担当者からの言葉の中に、行政や社会福祉協議会、自治会等で連携することの大切さ、ニーズ
把握をしっかり行うこと、地域も含めてワンチームで進めていくことが良いとの話がありました。
　今後、菊川市でも移動や買い物に行くことが困難な方々の支援を考えていく必要があると感じています。
現在、小笠地域で行っている買い物バスの様な活動を他の地域へ広めていければ、誰もが住みやすい菊
川となるのではと考えています。
　各地域で移動支援の必要性を感じていらっしゃる方、私の地区でも買い物バスの様な取り組みが必要
ではないか？などなど、想いをお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひ菊川市社会福祉協議会へご連絡
いただきたいと思います。

移動サービス事例報告会を傍聴しました

菊川子育て支援センターにて乳幼児の救急法を勉強しました

「みなさまへのご報告」
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赤い羽根共同募金	地域福祉活動支援助成を受けて活動しています。

公益信託スクロール女性ボランティア募金から助成を受けました

求むボランティアさん

「和田おたっしゃクラブ」
　和田おたっしゃクラブは、会員・サポーター38名
で年間８回のサロン等を開催しています。和田公会堂
で健康体操、歌、お遊び、おしゃべり等していつも賑
やかで楽しいです。終了後は女性サポーター手作りの
昼食を皆で美味しくいただきます。いつも開催を心待
ちにしていますが、昨年はコロナ禍により7月7日七
夕会がやっとできました。
　かわりとして、8月29日「コロナウイルス、暑さに
負けるな！」キャンペーン、敬老の日には「お祝いの赤飯配り」を行いました。
　早くコロナ収束を願って、これからもみんなが楽しみにしているサロンを開催したいと思っています。

　菊川要約筆記たんぽぽさんが、公益信託スクロール女性ボランティア基金の助成に応募し、審議の結
果助成していただけることとなりました。写真は、贈呈式の様子です。現在使用しているOHPが、20
年以上経過していて、いつ故障するかわからない状態なので、時流にあった書画カメラを整備したいと、
グループの強い思いで申請しました。現在、県の要約筆記養成講座の受講生の中に菊川市在住者が3名参
加しているので、今後の活動が楽しみです。

　送迎ボランティアさん募集しています。
　ボランティアにちょっとだけ興味のある方や、運転が好きな方、週に一度くらいなら空いた時間に
送迎のお手伝いをしてくれる方を募集しています。あなたの空いた時間を少しだけ貸していただけま
せんか？
 活動内容  　いきいきサロン東部利用者の送迎
　　　　　　※社会福祉協議会の公用車（普通車）を使用していただきます。
 活動場所  　プラザけやき出発⇒利用者宅⇒いきいきサロン東部
　　　　　　いきいきサロン⇒利用者宅⇒プラザけやきまで
 日　　時  　 月・水・金（迎え8：30～、金は9：00～）（送り14：00～）
 申 込 先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

ボランティア相談 月～金曜日　８：15～17：00　プラザけやき　☎35-3724

ボランティアの広場
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　「ふれあい広場」は誰でもが地域の中で安心していきいき暮らせるまちづくりのきっかけとなる
よう、市内の福祉団体やボランティア団体が実行委員となり、体験・展示・販売等を通じて市民の
皆さまのふれあいや交流の場とすることを目的に参加します。
　下記により、参加団体を募集します。
 開催日時  　令和3年10月23日（土）9：30～14：30（予定）
 開催場所  　菊川市民総合体育館
 主　　催  　 菊川市ふれあい広場実行委員会・菊川市社会福祉協議会
 参加対象  　 市内在住の方々によるグループや福祉団体
 対象内容  　 展示・体験教室・手造り販売・ステージ発表など
　　　　　　注意：ふれあい広場の目的に相応しくない場合は、お断りすることもありますのでご

了承ください。
 申込締切  　 5月25日（火）
 問 合 せ  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724
※新型コロナウイルスの感染状況により、ふれあい広場が中止または内容の変更となる場合があるのでご了承ください。

　令和３年度も例年同様に“赤い羽根共同募金運動”が行われます。
　社会福祉を目的に事業を行っている民間の非営利団体、社会福祉施設の皆さんが、県内の様々な
福祉課題を解決する事業に赤い羽根共同募金の助成を希望される場合は、次のとおり助成申請を受
け付けますので、ふるってご応募ください。（介護保険事業は対象外）
　なお、申請受付期間が短くなっていますので、お早めに申請をお願いします。
 対象施設  　社会福祉施設・更生保護施設（認可外施設も含む）
 対象事業  　福祉活動、更生保護活動に必要な機器整備、建物の補修等
 申請期間  　 令和3年4月1日（木）～5月14日（金）
 提 出 先  　静岡県共同募金会へ提出（申請書、添付書類）
 問 合 せ  　赤い羽根共同募金会（社会福祉法人静岡県共同募金会）
　　　　　　☎054-254-5212　http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/

「第15回菊川市ふれあい広場」参加団体募集！

活用してみませんか？
令和３年度赤い羽根共同募金助成先募集のご案内

参加者募集 	 各種事業

福 祉 総 合 相 談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
心 配 ご と 相 談 日時　５月６日（木）9：00～12：00　５月17日（月）13：00～16：00

会場　プラザけやき
日時　５月６日（木）13：00～16：00　５月20日（木）9：00～12：00
会場　中央公民館

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

生活困窮者自立相談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
結 婚 相 談 日時　５月７日（金）18：00～21：00（受付20：00まで）

５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。
子 育 て 相 談 日時　火～土曜日　９：00～16：30

会場　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

おっ撮りカメラ隊撮影（R1.年開催の様子）

相 談 窓 口
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