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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。

ホームページ
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
　ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
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　菊川市内在住の方で、ケガや病気、体調不良など一時的に福祉用具が必要となった方へ貸し
出しを行っています。
　菊川市内在住の方で、ケガや病気、体調不良など一時的に福祉用具が必要となった方へ貸し
出しを行っています。

　公共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福祉車両 ( 軽自動車 ) を貸し出ししています。
　公共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福祉車両 ( 軽自動車 ) を貸し出ししています。

貸し出し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。
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

・菊川市内に住所を有する方
・介護保険サービスを利用されていない方
・その他の一時的に必要と認める方

・菊川市内に住所を有する方
・介護保険サービスを利用されていない方
・その他の一時的に必要と認める方

・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。・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。

・病院への送迎
・施設への送迎
・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

・病院への送迎
・施設への送迎
・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

・休日、祝祭日以外の８：１５～１７：００(原則)・休日、祝祭日以外の８：１５～１７：００(原則)

・走行距離に応じて利用料をいただきます。・走行距離に応じて利用料をいただきます。
距離
  ０～１０ｋｍ
１１～２０ｋｍ
２１～３０ｋｍ
３１ｋｍ～

距離
  ０～１０ｋｍ
１１～２０ｋｍ
２１～３０ｋｍ
３１ｋｍ～

利用料
１００円
２００円
３００円
３００円 + １㎞ごとに２０円加算

利用料
１００円
２００円
３００円
３００円 + １㎞ごとに２０円加算

・利用期間・・・おおむね１ヵ月、最長2ヵ月
・費　　用・・・1ヵ月５００円
　　　　　　　　（利用終了翌月請求書発行となります）

・利用期間・・・おおむね１ヵ月、最長2ヵ月
・費　　用・・・1ヵ月５００円
　　　　　　　　（利用終了翌月請求書発行となります）

リモコン付き
（高さ調整、背上げ）
※契約業者が搬入、
　搬出します

リモコン付き
（高さ調整、背上げ）
※契約業者が搬入、
　搬出します

・長さ 125cm 最大段差 30cm
・長さ 150cm 最大段差 40cm
・長さ 125cm 最大段差 30cm
・長さ 150cm 最大段差 40cm

①介護ベッド①介護ベッド

・利用期間・・・おおむね１ヵ月
・費　　用・・・無料
・利用期間・・・おおむね１ヵ月
・費　　用・・・無料

②その他の福祉用具②その他の福祉用具
※購入前のお試しにもご利用ください
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ボランティア活動を楽しんで

寺
てら

本
もと

 哲
てつ

博
ひろ

さん（自治会名：吉
よし

沢
さわ

）

　Ｑ　　　 現在の活動について教えてください。 
　令和2年より社会福祉協議会にて、福祉有償運送事業の運転業務を週2〜3日しています。内容と
しては福祉車両を使用して利用者さんの通院、買い物等の送迎です。送迎範囲としては、市内、
掛川市、御前崎市となっています。
　平成21年よりNPO法人「ハートあんどハート菊川」にて活動しています。ここで送迎業務を12
年ほどしていました。
　河城地区でスクールガードに参加して3年になりました。子どもたちの毎日の元気な「おはようご
ざいます。」が励みになります。

　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。 
　それはやっぱり、利用者さんからの「ありがとうね。本当に助かるよ。」
と言ってもらえた時ですね。やる気になります！
　ある時、送迎で病院の玄関前で利用者さん(足腰が不自由な方)を車に
乗せるのに苦労していたら女性の方が直ぐに助けに来てくれて手際よく
乗せてくれました。あの時は本当に助かりました。手際の良さは介護関
係の方では…と思いました。

　Ｑ　　　 趣味や楽しみなことは何ですか。 
　私の趣味は、エレキギターと車ですね。エレキギターは現在、仲間たちとベンチャーズバンドで
「ガチャガチャ」楽しくやっています。今はコロナ禍でライブが出来ま
せん。新型コロナウイルス感染症が終息し、早くライブをやりたいで
すね。因みにYouTubeで「ヨッサァバンド」で検索してみてください。
昔の動画がありますよ。
　車は免許を取ってから52年がたち、高齢ドライバーになってしまいま
した。早朝に2時間程度、愛車で一人ドライブをすることがとても気持
ちよくて楽しいです。(法定速度で！ )

　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。 
　運転免許証返納前に【浜松ナンバー】で沖縄本島一周に行きたいですね・・・妻と。

第129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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(共同生活援助)グループホームたんぽぽ
　グループホーム『たんぽぽ』は、平成16年5月に知的障害
者のグループホームとして障害者支援施設『光陽荘』の敷地
内に開設しました。平成18年には事業の種別を変更し、共
同生活援助の施設として運営をしています。
　開設のきっかけは、光陽荘に入居する利用者の中で、より
地域の暮らしに近い日常を送れる方がいるのではないか、と
の事から始まった事業。現在まで入居者の入れ替わりはあれ
ど、常に満床の定員5人が元気に暮らしています。
　光陽荘における支援の主軸は『視覚障害』であり、それに
併せ持つ障害がある『盲重複障害』の方への支援を行ってい
ます。そのため、『たんぽぽ』における入居者も盲重複障害
があり、その支援を得て暮らしています。
　基本的には自立度の高い方が対象であり、現在暮らしてい
る方たちは、自分の身の回りの事がある程度自身で行えます。
しかし、障害特性に合わせた支援は必要であり、視覚障害に
おいては目の代わりとなって読み書きを支えたり、移動の手
伝いをしたりする必要があります。自分で判断をするには自
信がないことは、一緒に考え、悩み、決めるまでを支えています。暮らしのリズムや役割があることも重要
で、平日の日中は、光陽荘にて入居している利用者の洗濯物をたたむ作業を世話人と共に担っています。
光陽荘の活動にも関わりを持ち、日中が充実するような支援を得て過ごします。
　作業を終え『たんぽぽ』に帰ると各々個室で過ごしますが、食事や掃除の当番があり、その役目を順番で
行い、仲良く共同生活を成り立たせています。土･日曜日は季節に合わせた催しを企画したり、特別な食事
を作ったり…相談をしながら豊かな暮らしとなるよう、試みも含めて日々を積み重ねています。干し柿や梅
干しづくりは、世話人の経験があってこその暮らしの中での営み。支援の中で、丁寧に暮らすことを一緒に
見つめ実践しています。

問合わせ 社会福祉法人　白翁会　共同生活援助　グループホーム たんぽぽ
〒439-0005　菊川市潮海寺682-1（光陽荘）　☎36-5051（光陽荘）

光陽荘まで通勤⁉

食材と置き場所を確認 職員直伝！梅干しづくり 作業中（洗濯たたみ） 職員と食材注文

施設や団体の紹介コーナー
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　２月16(水)、21日(月)、３月14日(月)、16日(水)の４日間で福祉有償運送の運転者の研修を実施
しました。
　この研修は１年に一度、車を運転する上での危険や気をつけたいことなどを改めて学習し、今後
の活動に役立てることを目的に開催しています。今年の講師はJAF静岡支部の原 康之様に、安全運
転に関すること、危険予知の発見などの内容で講習をしていただきました。
　今後も、運転手の方々には気持ちを引き締めて運転に関わっていただけたら幸いです。

　12月15日(水)に六郷地区センターで、傾聴ボランティア育成講座〜心の健康をサポートするボラ
ンティア〜が開催されました。講師に認定社会福祉士の古井慶治先生をお招きし、「傾聴」の基礎知
識から実践で役立つスキル、注意点など、演習を踏まえながら教えていただきました。
　21人の方が参加され、受講者からは「傾聴の意味が理解できて良
かった」、「良い学習ができました。今後のボランティア活動や普段
の生活に生かしていきたい」といった声をいただきました。
　講座終了後、2人の方に菊川市社会福祉協議会での訪問傾聴ボラン
ティア活動へ登録をしていただきました。
　今後、ひとり暮らしの高齢者や日中独居高齢者などの訪問傾聴を
必要とされている方々のお宅に訪問し、傾聴活動をしていただく
予定です。

　１月４日（火）〜１月31日（月）にかけてNPO法人フードバンク
ふじのくにが実施する「フードドライブ」に多くの皆さまから物資
のご協力をいただき、ありがとうございました。
　市民の皆さまや関係機関の職員の方々から、たくさんの食品の寄
贈をいただきました。
　また、菊川市役所小笠支所、菊川市内郵便局には受け入れ窓口と
してご協力いただきました。
　寄贈いただいた食品は、NPO法人フードバンクふじのくにへ送り、
行政や社会福祉協議会・支援団体を通じて食べるものがなくて困っ
ている人々に渡されます。ご協力ありがとうございました。
　なお、菊川市内郵便局では、常設でのフードバンク寄贈受け入れ
窓口としてご協力いただいております。今後も、フードバンクへの
ご協力をお願いいたします。

傾聴ボランティア育成講座を開催しました

フードドライブにご協力ありがとうございました

福祉有償運送事業　運転者現任研修を行いました

「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

集めています

スリーハート倶楽部
　スリーハート倶楽部は、会員36人で月に１回第２
木曜日を活動日とし、会員を２グループに分けて活
動しています。活動内容は、不法投棄物の回収活動
です。
　軽トラック6〜7台で西方の各地区を通る幹線道路
沿い、運動公園周辺の道路沿いを巡回し、不法投棄
物を回収しています。
　回収後分別し、資源ギャラリーに搬入しています。
これからも、地域の環境美化及び地域のマナー向上
のため続けていきたいと思います。助成金は、安全
に活動するための備品（帽子、手袋等）に活用させ
て頂いています。ありがとうございます。

　ベルマークや使用済み切手、書き損じハガキや使用
済みテレホンカードを社会福祉協議会で集めています。
ベルマークはベルマーク教育助成財団へ、使用済み切
手はボランティアの方が仕分けをしてシャプラニール
へ、書き損じハガキはNPO法人COCOへ、使用済み
テレホンカードはNPO法人誕生日ありがとう本部へ、
それぞれ寄付しています。けやきの正面玄関入った左
側にそれぞれ入れる収集箱があります。なお、社会福
祉協議会事務所の窓口でも受け付けています。
　ご協力をお願いします。

ヘルプマン募集しています
　好きなことを活かした活動だったら協力できる、「午前中なら…」

「午後なら…」「この曜日なら…」など空いた時間が少しならあ
るけど何か協力できることはないかな？そんな思いの方がいらっ
しゃいましたらお気軽に菊川市社会福祉協議会ボランティアセン
ターにお問い合わせください。

問合わせ　菊川市社会福祉協議
　　　　　ボランティアセンター　☎35-3724

ボランティアの広場
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※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。

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2日(月)9：00～12：00　5月16日(月)13：00～16：00

会場　プラザけやき
日時　5月6日(金)13：00～16：00　5月20日(金)9：00～12：00
会場　小笠支所会議棟（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　5月6日(金)18:00～21：00(受付20：00まで)

5月15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

　「ふれあい広場」は誰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・販売等を通じて
市民の皆様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4年10月22日（土）９：30～14：30（予定）
 開催場所 　菊川市民総合体育館　(菊川市赤土1070-1)
 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など
 対象内容 　展示・体験教室・手作り品販売・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（水）
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会 地域福祉係 ☎35-3724
※令和2年度、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。
　今年度も感染状況により、ふれあい広場が中止または内容の変更となる場合がありますのでご了承ください。

「第16回菊川市ふれあい広場」参加団体募集！

　令和4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、次の通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4年4月1日（金）～5月13日（金）
 届け出先 　静岡県共同募金会へ提出（申請書、添付書類）
 問合わせ 　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/

活用してみませんか？  令和4年度赤い羽根共同募金助成先募集のご案内

　利用者（介護保険を利用しない高齢者）と共に介護予防を目的とした手工芸や体操、ゲームなどを行う仕事です。その他、
利用者の送迎もあります。
　ご興味のある方は、本会までお問い合わせください。
労働時間：8：15～17：00　休日：土日祝
 問合わせ 　菊川市社会福祉協議会　総務経理係　☎35-3724

いきいきサロン職員募集

相 談 窓 口

R1年開催の様子（おっ撮りカメラ隊撮影）
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