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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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第 16 回ふれあい広場は
中止になってしまいまし
たが、来年度に向けて、
今回はどのようなイベン
トなのかご紹介します。

（写真は令和元年度）
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第16回ふれあい広場が中止となってしまったため、過去の写真で　　振り返りながら、ふれあい広場についてご紹介します！！

ふれあい広場は、「菊川市民のだれ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、販売等を実施し、市民のみなさまの 「ふれあいや交流の場」とすることを目的に開催しています！！

　ふれあい広場は、当事者や支援者が集まりそれぞれの
活動を紹介し、市民の皆様に理解していただく大切な催
しだと思います。私たち人権擁護委員は、互いに違いを
認め合い、相手を思いやれるように、人権に関する展示
やクイズを行っています。

３人のふれあい広場運営委員からふれあい広場への思いや地域への思いにつ
いて、コメントを頂きました！！

ふれあい広場では、ステージコーナーや展示コーナー、福祉体験コーナーだけではなく、
販売コーナーやグルメコーナーなど様々なコーナーがあり、１日中福祉について理解を深
めながら、楽しめるものとなっております！！

お子さんに人気なふわふわや赤ちゃんはいはいレースなども行っていました！！

（写真は全て令和元年度です。）

掛川人権擁護委員協議会
菊川地区研究会
三ツ井 誠

　ふれあい広場では、私達ろうあ部と市民との交流の場
であり、聴覚障害者・手話サークル・手話通訳者と共に
手話体験などを通して手話が広められて楽しく交流でき
ました。市民との交流は大切な場所です。ふれあい広場
の再開を願います。

菊川市身体障害者福祉会
ろうあ部
藤原 基時

　このふれあい広場は、菊川市民が地域の中で安心に暮
らせるまちづくりを思いに開催してまいりました。市内
40グループ以上のご協力を得て行っております。身障
者も健常者も共に目的をもって頑張っております。

さくらんぼ
横山 勇

ステージコーナー 販売コーナー

福祉体験コーナー グルメコーナー

展示コーナー

来年度以降開催が決まった際には、ぜひご来場ください！！
お待ちしております！！
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人生を楽しくおもしろく

工
く

藤
どう

 文
ふみ

雄
お

さん（自治会名：新
しん

道
どう

）

　Ｑ　　　 現在の活動について教えてください。 

　岩手県八
はちまんたいし
幡平市出身で22歳の時に転勤で静岡に来ました。

　仕事は掛川市内で小学校に給食を配送しています。プライベートでは野球チーム「小笠クラブ」
の監督をし、良い仲間と楽しんでいます。長嶋茂雄の言葉「野球というスポーツは人生そのものだ」
が大好きです。
　川でメダカやもくずガニをとるのが好きでいつでもとれるように車の中
に網や靴を入れています。小学校５年生がメダカについて勉強をするので、
今年は内田小学校に100匹持っていきました。
　2000年に菊川市（旧小笠町）が長野県小

おたりむら
谷村と姉妹町村を締結したのを

機に菊川市の仲間と毎年５月の塩の道祭りに参加しています。仲間と野球
のチームを作り、小

おたりむら
谷村のチームと交流試合をして、夜は食事会で親睦を

深めています。祭りでは塩の道８キロをみんなで歩きゴールの栂
つがいけ
池に着く

と残雪の北アルプスの眺めは絶景です。小
おたりむら
谷村との交流は20年以上になり

これからも菊川市民として続けていきたいと思っています。

　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。 

　小
おたりむら
谷村での野球や祭りを通じ友達もたくさんできました。小

おたりむら
谷村は

コゴミをはじめ山菜の宝庫で最高です。

　Ｑ　　　 趣味や楽しみなことは何ですか。 

　趣味は鉄道に乗る事です。青春18きっぷを使い、各駅停車を乗り換え
て一日でどこまで行けるか楽しんでいます。因みに北は青森、南は下関まで、鈍
行で行き、旅を楽しみました。夢は各駅停車で北海道最北端稚

わっかない
内から南鹿児島

指
いぶすき
宿駅まで鉄道で何日かかるか挑戦したいです。
　他には木苺のジャム作りにはまっています。菊川市内の野山で採った木苺を煮
詰め、瓶詰にして自作のQRコードを貼って岩手に送ったり仲間にお裾分けしたり
しています。

　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。 

　今はメンタルトレーニングの勉強をしています。メンタルトレーニングと言えばスポーツに関す
るものが多いですが、普段の生活に取り入れたく、本を読んでいます。いくつになっても何でも経
験し、努力して、周りの人たちも笑顔にできるように学んでいます。

小谷村で野球をした時の様子

手作り野いちごジャム

小谷村での様子

第136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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　高齢化で鈍化し始めていた活動に新型コロナ感染症発生・拡大でさらに大きなショックを受け鈍
化も頂点に達しました。ここをどう脱出するかが今年度の私達の課題です。
　平成26年度から社会福祉協議会の支援を受け、民生委員さんの全面的なご協力により始めた「救
急医療キット配布事業」も一休みから動き出しました。ひと声かけてください。何時でも何処でも
説明に伺い配布いたします。
　サロン活動についても少しずつですがコロナ禍前復帰を目標に再開しましたが、後遺症は大きく
苦労しています。
　また、新しく子育てサポートや居場所づくりカフェ・子ども食堂の活動を応援しています。
　今後も、明るい住みよいまちづくり・地域づくりを目指し、子育て事業や居場所づくり・安全な
まちづくりなどのボランティア活動を積極的に応援していきます。
　「みなさまの声」を六郷地区内３地区センターまでお届けください。

写真は全てコロナ前の活動の写真です。

六郷まちづくり協議会　地域福祉部会

（六郷の集い） （ふれあい朝市青空サロンin青葉台）

おしゃべりサロン宮下（正月飾りづくり）

施設や団体の紹介コーナー
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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7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4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 822 657,600
町部 1,219 975,200
加茂 1,770 1,416,000
内田 831 664,800
横地 570 456,000
六郷 2,788 2,230,400
河城 1,261 1,008,800
平川 1,038 830,400
嶺田 519 415,200
小笠南 785 628,000
小笠東 939 751,200
合計 12,542 10,033,600

島田掛川信用金庫 小笠支店
サクラ罐工業㈱ 
マルゼン工業㈱
㈱すず保
㈲保険企画
㈲きらく旅館
㈱田子重小笠店
㈱オール看護小笠
南部建設㈱
内外化成㈱
鈴与エコプロダクツ㈱
㈱東遠保険コンサルタント
㈱アユト
㈱ファインケム
㈱あかふじファーム菊川ラボ
㈲大橋造園
㈱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
㈲村瀬建設
㈱トミハラ
㈱村田建設
山本製茶㈾
㈱つきの丘
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
アオイグループ㈱
㈱山下組
(医)池ヶ谷内科医院
しずおか教育開発研究所㈱
(医)正圭会 福地医院
㈱美緑園
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
㈱田嶋電気工業所
㈲夢み
㈲ツルタ
㈲内海建設
㈲菊川生活環境センター
㈲肉のクロダ
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
㈲ふとんのクボタ
菊川中央茶農業協同組合
日本トラベルサービス㈲
㈱牧野組
㈱トキワ
㈱エムビーエス 菊川LC
㈱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 
㈱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
㈱菊南工業
㈲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 
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
㈱アサヒ工業
㈲斉藤新聞店
㈱スーパーラック菊川店
菊川建設㈱ 
㈱ケイリックス
横浜植木㈱ 菊川研究農場
㈲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
花慶
㈱コモード　デイサービスかなで
遠州運輸㈱
㈲サンワテック 
内田第三茶農業協同組合
㈱浅野
黒七肥料農材㈱
㈱小林建設
落合刃物工業㈱
(医)晴和会 さわだの庄
㈲石川造園設計
西方茶農業協同組合
㈲ツルタ電気
SUS㈱静岡事業所
㈲アイエル
㈱オカムラ
NEC静岡ビジネス㈱
はっとり教材　服部宏幸
㈱若杉組
㈲大角教材

個人会員
大橋　眞佐美
松下　壽男
沢崎　久雄
髙野　忠敏
石川　虹美子

酒井　幸寛
赤堀　慎吾
井伊谷　藤雄
鈴木　吾朗
山岸　東平
山本　浩巳

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 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
(福)和松会 清松園
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
菊川市民生委員・児童委員

（順不同・敬称略）

法人会員
㈲オガサ自動車
㈱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
㈲幸和建設
㈲サンエイ建設
小笠運送㈱
マルマツ食品㈲
㈲園田自動車
走栄電業㈲
中嶋解体㈱
丸幸製茶㈱
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
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
東海紙器㈱
赤土原茶農業協同組合
㈲齋能園
小笠薬局
NOK㈱東海事業場
サイノウ塗装
㈲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

「みなさまへのご報告」

6



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
さくらんぼ
　「さくらんぼ」は、菊川市内のガイドヘルパー
を中心に平成15年に発足し、現在は８人の会員
で活動しています。障がい者が地域で心豊かに、
健康で暮らすための支援活動を行うことを目的に
菊川市視覚障がい者部会と連携した研修会や交流
会を計画し、会場内の移動支援・食事介助や見守り、
送迎などの外出支援も行っています。助成金は、
送迎の燃料費や保険、研修費等に使わせていただ
いています。ありがとうございます。今後も会員との意見交換や健康づくり活動も活発に行ってい
きたいと考えていますが、会員の高齢化により送迎できるボランティアが不足しています。視覚障
がい者が安心して活動できるよう、お手伝いしていただけるボランティアを募集しています。よろ
しくお願いいたします。

　これまでに集まったベルマークを、今回は民生
委員・児童委員の地域福祉部の方に協力していた
だき、仕分けをしてベルマーク教育助成財団へ寄
付させていただきました。へき地学校や特別支
援学校、災害被災校の教育援助活動に使われます。
すべての子どもに等しく、豊かな環境の中で教育
が受けられるように、これからも菊川から応援し
ていきたいと思います。引き続きご協力よろし
くお願いいたします。

ベルマークを寄付しました

　台風15号で被災した磐田市へ、10月12～14
日災害ボランティア活動に参加してきました。災
害ボランティアバスへのご協力ありがとうござい
ました。どうしてもボランティアが少なくなる平
日に協力できればと今回の運行を企画しました。
３日間で25人にボランティアのご協力をいただき、
みなさんけがもなく無事に帰って来ることができ
ました。今後も災害時の自助、互助、共助による
みなさんの支え合いと、公助との連携に努め、地
域福祉の推進をしていきますので、ご理解とご協
力をお願いします。

災害ボランティア活動のご協力ありがとうございました

ボランティアの広場
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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

相 談 窓 口

 開 催 日  　令和４年12月26日（月）
 時　　間  　13:30～16:00
 会    場  　プラザけやき　１階　ボランティア室
 問合わせ  　地域若者サポートステーションかけがわ　
                 ☎0537-61-0755
 受付時間  　月・火・金曜日9：00～17：00
                 水曜日9：00～19：00
　　　　　  第2土曜日9：00～17：00

働くことに悩みを抱える方の出張相談会を開催します

　2025年、団塊の世代が75歳となり、急速に高齢化が進みます。住み慣れた地域で暮らし続けるた
めには、住民同士のつながりや助け合いを創出するかがポイントになります。そのような地域をつくっ
ていくにはどのようにすればよいかみなさんで一緒に考えてみませんか？関心のある方はぜひご参加く
ださい。

 開 催 日  　令和４年12月19日（月）
 時　　間  　13:30～15:00
 会    場  　中央公民館　多目的ホール
 講　　演  　「地域の支え合い活動を広げるために」
　　　　　　～みんなで創る新しい支え合い・助け合い社会～
 講　　師  　土

つ ち や

屋 幸
ゆ き み

己氏（認定社会福祉士）
 対　　象  　どなたでも
 申し込み先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724（11月17日（木）より受付開始）

菊川市民社会福祉大学を開催します

※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　12月１日(木)9：00～12：00　12月15日(木)13：00～16：00

会場　プラザけやき
日時　12月５日(月)13：00～16：00　12月20日(火)9：00～12：00
会場　小笠支所会議棟

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　090-8321-0438

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　12月２日(金)18：00～21：00（受付20:00まで）

12月18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
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