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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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社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会

菊川市社協 検索

〒439-0019 静岡県菊川市半済1865（プラザけやき内）
☎電話 0537-35-3724 　FAX 0537-35-3202 　Mail info@kiku-syakyou.or.jp
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10 月 30 日、31 日に
開催した

災害ボランティア養成講座の
様子

No.202
2021年	12月発

行

　

災害ボランティア
活動

笑顔、輝いています
山内忠さん（自治会名 : 和田）

……4P

施設団体紹介コーナー
きくがわデイサービス ぎおんの里

……5P

みなさまへのご報告
義援金のご協力ありがとうございました

……6P

ボランティアの広場
“菊川市手話言語条例推進委員会“紹介

……7P

各種事業 募集
「課題解決プロジェクト募金」
令和 4 年度地域福祉活動支援助成のご案内

相談窓口

……8P

1



災害ボランティアコーディネーターとは？
　災害時に家族や親族の助け合い、行政等の支援が行き届かないところの被災者の思いや要
望、困りごとなどを丁寧に聞き取り、本当に必要としているニーズを掘り起こし、ボランティア
活動希望者に正確に現状を伝えて、被災者支援の活動に結びつける役割を果たすことです。

ふじのくに災害ボランティアコディネーター養成講座を開催しました

菊川市社会福祉協議会では、
災害ボランティアコーディネーターを

募集しています！

　２日目は、「インターネットを活用した災害ボランティアコーディネーターの運営」を静岡県
社会福祉協議会の松浦氏、島田市社会福祉協議会の今村氏の指導のもと体感訓練を行いました。
　新型コロナウイルス感染防止対策として三密を避けるため、災害ボランティアの受付をイン
ターネットでできるようなシステムを構築していくために模擬を行いました。受講生、菊川災
害ボランティアコーディネーター、湖西市社会福祉協議会職員も体感をしていただきました。

　受講された６人の方には、ふじのくに災害ボランティアコーディネーター認定証を静岡県から
発行し、今後災害時には災害ボランティアコーディネーターとしてご協力いただく予定です。

　令和３年10月30日（土）、10月31日（日）の２日間講座が開かれました。
　今回は、６人の方が参加してくださいました。

　初日の午前中は座学でした。最初に静岡県ボランティア協会の細貝氏に
「災害ボランティアコーディネーターとは」についてお話しいただきました。
　ボランティアは、自己管理・自己完結で、自分自身で体調管理をし宿泊先や食事も自身で確
保をする必要があります。ボランティア活動も自身で終わりを決めます。
　今回受講していただいた、災害ボランティアコーディネートの役割とは何でしょうか？ニー
ズ把握やボランティアセンターでの受け入れや送り出しを主にしますが、実際に活動すること
もあります。その中で、一番大事なことは作業をするだけではなく、
地元の人を見る、耳を傾ける、会話をする事が大事！だと細貝氏
はおっしゃっていました。
　その後、静岡県西部危機管理局の土屋氏に「静岡県第４次地震被害
想定の概要」として３つのことをお話しいただきました。先ず地震の
メカニズムについて、次に菊川市の被害想定です。実際に数字で出さ
れると少し怖くなりました。静岡県では現在、減災や想定される犠牲者
を今後10年間で８割減少させることを目指す取り組みを行っているそうです。
※午前の講義は、新型コロナウイルス感染防止対策としてZOOMで行
いました。

　午後からは、菊川市危機管理課と防災士による「菊川市の防災対策
について」でした。菊川市のハザードマップの説明の後、平成30年の
台風24号の被害状況や今年５月に発生した牧之原の突風についてお話
がありました。
　その後「避難所運営ゲームHUG」という災害が起きたことを想定して行う、避難所設営・受
入れ訓練を図上で行うゲームを２グループに分かれて行いました。

災害想定

グループ別HUGの様子

想定避難所図面
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　Ｑ　　　 現在の活動について教えてください。 
　私は、グラウンドゴルフを週4日午前中に和田と青葉台の皆さんと楽しんでいます。教職を退く前
の昭和57年、町の体育指導員の頃、軽スポーツ「グラウンドゴルフ」を知り、「これからの市民スポー
ツだ」と思い広く皆さんに伝え、まわりの人々と楽しんでもらいたいと考えました。数年後、尾花
運動公園多目的広場が作られ、ここでグラウンドゴルフがやれたらと芝刈り・雑草取り・水やりな
ど仲間の方々と活動し、平成6年町体育協会にグラウンドゴルフ部として加入し「菊川町グラウンド
ゴルフ協会」の設立をみました。そして、26支部550余名が毎月1回の大会や、2回の合同練習日を
設け、それが30年経た現在も続けられています。(少し会員数は減りましたが…)　菊川市に元気な
高齢者が多い一因となっていると思います。

　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。 
　平成9年県のすこやか長寿祭、グラウンドゴルフの部で優勝し、
山形の全国大会に参加できたことです。当時、私は軟式テニス
を主にやっていたのですが、たまたま欠員に替わって出場し運
よく1位になったのです。その時、テニスの打球とグラウンドゴ
ルフの打球が似ていることを知りました。

　Ｑ　　　 趣味や楽しみなことは何ですか。 
　私の趣味は球技全般です。中でも軟・硬式テニス、野球・ソ
フトボール・ゴルフです。今は、グラウンドゴルフ以外は見る
専門ですが。その他には、家の庭木の剪定、草取り(草の天敵)・
小さな菜園でのナス・キュウリ・人参・大根作りを楽しんでい
ます。
　また、旅行が大好きで退職後は毎年2回以上は出掛けました。
国内47都道府県を周り、外国も7か国を見学してきました。

　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。 
　まずは、「自分史」作り、そして毛筆で歎

たん
異
に
抄
しょう
の「書写」、脳活のク

イズ解きやナンプレ(数独)に挑戦、一人旅もやれたらいいなと、駿河湾
フェリーを使ったことがないのでフェリーに乗り富士山を眺めたり再々
再度伊豆に行ってみたいです。もちろん、グラウンドゴルフは身体が動
くかぎり続けます。
　また、何にでも挑戦したい意欲はあります。

スポーツ野郎 90歳のつぶやき

山
やま

内
うち

 忠
ただし

さん（自治会名：和田）

グラウンドゴルフの練習（自宅にて）

家の庭木の剪定

第125回

※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。
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運動会の玉入れの様子 大人気魚釣りゲーム

季節の行事

施設見学・お試し体験随時受付しています。障害があってもご利用できます!
お気軽にお問合せください。

きくがわデイサービス　ぎおんの里　☎ 28-7000   FAX 28-7001

きくがわデイサービス　ぎおんの里
　「私の居場所」になるデイサービス、家庭的な雰囲気の中で
お一人お一人のやりがいや生きがいに繋がるデイサービスを
目指しています。

「運動会」を利用者様も職員も全力で行います。

11月1日に防災訓練を行いました。 暖かいテラス、お庭では季節の花も楽しめます。

介護保険サービス、障害福祉サービス、
介護保険相当サービス、自費介護サービス
営業日　月曜日～土曜日
休業日　年末年始(12/29～1/3)、日曜日

一期一笑 ～人との出会い、自分との出会い～

ここで ! 送迎

生活相談口腔衛生

生活機能
向上

日常動作
支援

食事入浴
★提供サービス
こんなサポートが
あります !

施設や団体の紹介コーナー
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　11月９日（火）、10日（水）の２日間で福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会を行い全11
人の受講者が修了証を手にすることができました。
　今回は自動車学校の協力が得られたことで、教習所内を事業で実際に使用する福祉車両を運転し、
ご自身の運転技術を振り返ることができたと思います。

　福祉有償運送事業は、移動支援を必要としている方々の
為の事業であり、需要が高まっている支援の一つです。講
習会は１年に２回開催しており、今年度は終了しましたが、
来年度も開催する予定です。興味のある方はぜひ受講して、
運転者として協力していただければ有難いです。

「福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会」開催

　菊川市役所本庁1階総合案内窓口、庁舎東館プラザきくる2階地域支援課窓口、中央公民館1階社
会教育課受付、菊川市社会福祉協議会窓口に募金箱を設置しました。また民生委員・児童委員や多
くの皆さまから義援金をいただきました。いただいた義援金は静岡県共同募金会に送り、熱海市を
通して被災者へ配分されます。
　義援金は229,720円集まりました。ご協力ありがとうございました。

令和３年７月熱海市伊豆山地区大雨災害義援金をありがとうございました

　７月17日（土）と11月５日（金）の両日、菊川市六郷地区センター多目的ホールにおいて、静
岡県レクリエーション協会所属の講師をお迎えして「レクリエーション講座」を開催いたしました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策をとりながら「誰も
が“笑顔”になれる」をテーマに両日29人程の皆さんにご
参加いただきました。
　この講座を通じて、口腔機能の衰えと筋力低下のリスクを
予防しながら、健康寿命を延ばすための心がけるべきポイン
トのノウハウ、言葉かけ等について学びました。

ふれあい健康づくり「レクリエーション講座」を開催しました

「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

使用済み切手を寄付しました

菊川市手話言語条例推進委員会
　平成29年に「菊川市手話言語に関する条例」が制定、施行されました。以降、私たちは市民の皆
さんと手話で楽しいひと時を過ごし、条例の理解が広まることを願って「条例のつどい」を毎年12
月に開催してきました。しかし、新型コロナ感染拡大のために「条例のつどい」を開催することが
できなくなりました。皆さんに理解を広めることができる方法
を一生懸命に考え、条例の理念とカラフルな手話イラストが描
かれた条例クリアファイルを作成し、いろいろな機会を通して
市民の皆さんにお渡しすることにしました。　　　
　そして赤い羽根共同募金の助成をいただき、クリアファイル
ができました。多くの皆様に手に取って、手話を覚えながら分
かりやすく書かれた条例の理念をお読みいただきたいです。市
のイベントや学校の手話福祉学習等でお渡しする予定でいます。

　これまで集まった使用済み切手を、特定非営利活動法人シャプラニールへ寄付しました。この法
人は、日本国内で最も早くからバングラデシュで活動を開始した※NGOです。
　さまざまな貧困問題に取り組んでいて、「子どもの権利を守る活
動」として働く少女への支援や子どもたちへの初等教育支援、児
童労働削減支援など他にも様々な復興支援に取り組んでいます。
これからも、菊川から応援していけたらと思いますので、引き続
きご協力お願いいたします。
※NGO:貧困や飢餓、環境などの地球規模の問題に対して国家や民族、宗教
の壁を越えた民間の立場から利益を目的とせずに社会的な活動を行う団体

手話講習会～手話への招待～
　手話は「言語」です。指や手、体の動き、表情などを使って表現する言語です。
　手話を言語として生活する「ろう者」は、手話で知識を蓄え、コミュニケーションをとっています。
手話講習会は、手話を楽しく体験し、学んでいただく全５回の講座です。
  日　時  令和４年２月２日、２月16日、３月２日、３月９日、３月16日
　　　　　※時間はすべて、19：00～21：00、曜日は水曜日です。
  会　場  菊川市総合保健福祉センタープラザけやき　ボランティア室
  講　師  菊川市身体障害者福祉会ろうあ部部員
  対象者  菊川市内在住・在勤、中学卒業以上
  定　員  ８名　※先着順
  申込期限  令和４年１月21日（金）
  申込先  菊川市福祉課障がい者福祉係　☎37-1252　※受講料は無料です

集まった使用済切手

ボランティアの広場
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福 祉 総 合 相 談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
心 配 ご と 相 談 日時　１月４日（火）9：00～12：00　1月17日（月）13：00～16：00

会場　プラザけやき
日時　１月５日（水）13：00～16：00　1月20日（木）9：00～12：00
会場　小笠支所会議棟、中央公民館（受付：9:00～11:30、13:00～15:30）

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　１月７日（金）18：00～21：00（受付20:00まで）

１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

各 種 事 業  募 集

　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、菊川市社協でも
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年から
は住民の要望に応えるため対象地域を拡大していますが、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
様からの応援をお待ちしています。
 期　　　間  　令和4年1月1日（土）～3月31日（木）
 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

「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

　地域における福祉活動の支援を目的とし、市内の福祉的な課題に取り組んでいる当事者組織や、
ボランティア団体、市民活動団体、企業などに共同募金の配分金を財源に助成金を交付します。
　●交付申請協議書の提出
　　助成を希望する団体は、令和4年1月14日(金)までに「交付申請協議書」をご提出ください。
　●助成金の内示　審査会において協議し、助成金額を内示します。(3月上旬)
　●交付申請書の提出・交付決定(4月上旬)
 問合わせ・申込 　菊川市社会福祉協議会　地域福祉係　☎35-3724

令和4年度地域福祉活動支援助成のご案内

実施期間：令和4年1月4日（火）～1月31日（月）
回収場所： 菊川市社会福祉協議会窓口(プラザけやき内)、菊川市役所小笠

支所、菊川市内郵便局7カ所
　(食べ物を寄贈するときの注意)
　①生鮮食品の寄贈は受付けておりません。
　②賞味期限が令和4年3月以降の食べ物を寄贈ください。　③原則未開封の食べ物を寄贈ください。
 問合わせ先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

フードドライブにご協力ください

相 談 窓 口
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