
福祉機器等貸出事業
ご利用ください

　今月号は、菊川市社会福祉協議会で行っている福祉機器貸出事業と福祉車輌貸出事業を紹
介します。貸出の要件に該当すれば、簡単な手続きで無料や軽費で貸出を受けることが出来
ます。ぜひ、たくさんの方に知っていただき、ご利用していただきたいです。

車イスのまま乗車できます
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 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
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　身体の障がいのために一時的に福祉機器が必要な高齢者や障がいをお持ちの方に対し、福祉機器を貸出
しています。

【福祉機器貸出対象の方】
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
〇その他一時的に必要と認める方

【対象福祉機器】
車イス、リクライニング車イス、シャワーチェアー、浴槽内イス、浴槽手すり、歩行器、歩行車、
歩行杖、ポータブルトイレ、介護ベッド、移動式スロープ等
※介護ベッドについては、介護保険認定者及び介護保険申請中の方は原則対象外です。

【費用】
貸出費用は無料です。

【期間】
貸出期間は、おおむね１カ月とし、最長２か月以内です。

　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
車出来る車輌（軽自動車）を貸出しています。

【利用できる方】
〇菊川市内に住所を有する方で、車イスを使用しなければ歩行が困難な方

【利用目的】
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

【利用できる日時】
〇原則は休日、祝祭日以外の午前８時15分～午後５時00分（相談に応ずる）

【費用】
〇走行距離に応じて利用料をいただきます。

こんな福祉機器借りられます車イスのまま乗れる

福祉車輌借りられます

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。
問合せ先：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）
　　　　　電話　３５－３７２４

  0～10㎞
11～20㎞
21～30㎞
31㎞～

100円
200円
300円
300円＋１㎞ごと20円加算

利用料距離
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　現在、菊川市身体障害者福祉会ろうあ部の部長と小笠ろうあ協会の理事
（手話対策部長）、公益社団法人静岡県聴覚障害者協会の会長、東海聴覚
障害者連盟の理事、一般財団法人全日本ろうあ連盟の評議員をさせて頂い
ています。肩書はいっぱいあって頑張ってやっています。
　活動内容は社会の中で耳が聞こえない故に不便な事、困っていることが
聞こえる人よりも多岐にわたって多いため、その差を無くすための活動を
しています。ろうあ者の仲間、聞こえる人と共に手話の事、ろうあ者への
理解を啓蒙していくために活動しています。
　ろうあ者のみんなが楽しく集まり、楽しく出来る行事などを企画してい
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。
　３月２日に菊川市議会において手話言語条例を可決いただき嬉しく思っています。
　全国ろうあ者大会が静岡県で開催されたとき成功し嬉しく思っています。小学校の福祉学習の時にろう
あ者の事、手話の事をお教えすることができ、子ども達が盛り上がってくれて私たちも嬉しく思いました。
　ろう学校を卒業してから、ずっと役員として活動し、来年50年になります。自分が若い時、手話は偏
見の目で見られて来たので、遠慮して手話を表さないことが多かったですが、今は偏見で見られることも
減って来て、変わってきたと言う事が嬉しく思います。テレビや講演会や行事などに手話通訳がついて、
我々が手話通訳者を見て内容を知ることが出来ると同時
に、市民の皆さんが手話を見る、そして、ろうあ者がい
ると言う事の理解が広まって来ている。それが偏見を少
なくして来ていると思います。昨年の「ふれあい広場」
で手話言語条例の制定を願って、ろうあ者の困っている
内容などを寸劇で表して、集まった皆さんに見ていただ
き、理解していただく企画をしましたが、大成功だった
と思っています。私たち仲間も嬉しかったです。

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　ＪＲの駅で「さわやかウォーキング」のチラシを見て、活動の無い時に電車に乗って駅に降ります。一
人で参加し、一人で歩きます。歩きながら写真を撮ったり、風景や花、史跡を観たり、四季の移り変わり
を楽しむのが好きです。年間20回位参加します。
　また、若い時には電車の写真のオレンジカードを集めるのが趣味でした。今はカードが無くなってしま
いましたが…他にも以前は記念切手の収集もしていました。

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。

　今年の９月21日～24日に第51回全国ろうあ者体育大会が静
岡県で開かれます。全国の選手、関係者が静岡に集まります。
成功するよう頑張りたいです。
　４月１日から菊川市・掛川市・御前崎市の３市で手話言語条
例がスタートしました。『いつでも　どこでも　誰とでも　手
話で通じ合える社会』を目指し、ぜひ、皆さんに『手話は言語』
と言う事を知ってもらいたいです。

手話で通じ合える社会を目指して…

表敬訪問の様子

藤原 基時さん（自治会名：緑ヶ丘）
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笑顔、輝いてます　－第68回－

※皆さんのお近くで笑顔輝いている方がいましたら社会福祉協議会へご紹介ください。



川上スポーツ親睦会
  設立年月  　平成８年６月

  構成員人数  　２９７人（平成２８年１０月１日現在）

  団体の設立趣旨  　スポーツを通じて川上地区の活性化を進める。

  団体の目指す将来像及び目標  
　川上地区の発展を目指すためには、地域住民の交流の場が必要であると思われます。４自治会の
全員が楽しめる競技として体育祭の開催を目標とする。

  主な活動実績や計画  
ビーチＢ・フーバ大会・グラウンドゴルフ大会・ぺタボード大会・ソフトボール大会
健康推進活動
新規種目：ボッチャ大会

  協働事業  
　くすりん祭に健康推進活動を東地区健康推進委員の方と協働活動をしています。簡単な体力測定
器を準備して健康のバロメーターを確認してもらうことを計画しています。体力維持のための健康
器具の展示も今後検討したいと思います。

  活動状況  

  担当者連絡先  　代表　橋本敏夫　電話　７３－４１２３

ビーチボール大会

　ペタボード大会
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施設や団体の紹介コーナー



誰もが“笑顔”になれる  レクリエーション講座を開催します
　～楽しい時間をつくる魔法のコツ～
　高齢者の生活に「笑顔」を増やすことが、レクリエーションの目的の1つです。
　この講座はアレンジ方法や視点を変えることにより、対象者が「やりたい」と思えるレクリエーショ
ンのノウハウを学びます。また、言葉にできない気持ちを理解する姿勢を学びコミュニケーションの
コツ、寄り添った支援のあり方等について学びましょう！

・持　ち　物　　飲み物、タオル（運動ができる服装）　　　　　　　
・定　　員　　30名程（先着順）
　　　　　　　参加に関しては、一回の参加も可能です。
・申込方法　　５月26日（金）までにお電話にてお申込みください。
　　　　　　　ただし、定員になり次第締め切ります。
・申込・問合せ先　社会福祉法人菊川市社会福祉協議会　地域福祉係
　　　　　　　　　　☎35-3724　

市民社会福祉大学を開催しました
　２月25日(土)、菊川市中央公民館において、『老いの風景』～介護する側、
される側～と題し、介護をテーマに講演会を開催しました。講師には昨
年、一昨年と講話いただいています　日本福祉大学　中央福祉専門学校
選任教員　渡辺哲雄氏にお願いし、市民126名の皆さまにご参加いただ
きました。笑いあり、涙ありの深い内容の講演会で大変好評でした。

みなみやま福祉講演会を開催しました
　3月７日（火）に「みなみやま会館」にて、やさしい発達障害のおは
なし「発達障害の理解と共生社会への願い」　～家庭・地域・学校の連
携・・・～と題し、講演会を開催しました。講師には、東海大学短期大
学部　児童教育学科　教授　大石明利氏にお願いし、56名の皆さまにご
参加いただきました。

ご寄付ありがとうございました（１1月～１2月）
　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。
　浄 財 寄 付　　横地コミュニティ協議会　様　　社会福祉協力会会員　様　　初心　様
　タオル寄贈　　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

回 開　催　日 講　師 場　　所
１ 平成29年６月10日（土）

13：00～15：00
対象者をその気にさせる“コツ”
音楽に合わせたストレッチ運動

菊川市総合保健福祉センター
プラザけやき　201会議室

（受付開始：12:30）
２ 平成29年７月29日（土）

13：00～15：00
対象者を笑顔にさせる“コツ”
レクリエーションのアレンジ法

３ 平成29年９月30日（土）
13：00～15：00

コミュニケーションの“コツ”
臨機応変な対応ができる方法

レクリエーション講座で仲間づくりができます

お知らせ

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」



　「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、展示、販売等を通じて市民のみなさ
まのふれあいや交流の場とすることを目的に開催します。
　下記のとおり、参加団体を募集します。

 日　　時 　　平成29年10月28日（土）９：３０～１４：３０（予定）
 場　　所 　　菊川市民総合体育館（予定）
 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
　　　　　　　　※数回開催予定の実行委員会に出席をお願いします。
 参加内容 　　展示・体験教室・手作り品販売・ステージ発表など

（昨年例：車イス・アイマスク体験や手話教室、福祉バザー等、住みよい菊川市を
目指して活躍されている団体活動のパネル展示や紹介等）

※ふれあい広場の目的に相応しない場合は、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19日（金）
 申込先・問合せ先 　　菊川市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　☎３５－３７２４

ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

「第11回菊川市ふれあい広場」参加団体募集！

菊川要約筆記たんぽぽ
　たんぽぽの定例会では、会員の話や情報などを拡大投影機（OHP）を使ってスクリーンに映して
います。話の内容を文字で書いているので、耳が聞こえない方や、聞こえにくい方でも大丈夫です。
　春のお花見、夏のシソジュース作り、ふれあい広
場への参加、近隣市の関連サークルとの交流、そし
て出前講座で健康に役立つ話を聞くなどの活動をし
ています。お話がしたいけれど聞こえないからとお
悩みの方、聞こえない方の手助けをしたい方、どう
ぞお気軽ご参加ください。
※定例会・・・毎月第２月曜日　13：00～15：30
　　　　　　　プラザけやき内　
※文字を書くのが好きな方、要約筆記者の資格を取
りませんか？詳しくは広報３月号をご覧ください。 

 問合せ先 　ボランティアセンター　 ☎３５－６３８５　FAX ３５－３２０２
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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☎35-6385



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 　５月 １日（月）   ９：００～１２：００
　　　  ５月15日（月）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　５月 ８日（月）１３：００～１６：００
　　　  ５月22日（月）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館　※会場が変更になりました。

結婚相談
 日時 　５月12日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  ５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となります。

ひきこもり、不登校無料相談会
 日時 　５月1日（月）・15日（月）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 予約電話 　０９０－１４７６－３２３３

参加者募集　各種事業

 対象団体 　　非営利の団体グループ（地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、

小地域活動団体、NPO法人等、自治会【子どものあそび場の遊具設備のみ】）

 対象事業 　　高齢者、障がい者、児童など地域の福祉サービスを必要とする支援対象者に

対する、福祉活動事業またはその福祉活動に必要な機器購入を対象とする。

 （例）見守り事業、生活支援事業、高齢者サロン事業、子育てサロン事業、

相談事業、人材養成、子どものあそび場の遊具新設、事業に必要な機器購入

など。

 事業実施期間 　　平成29年10月１日（日）～平成30年３月31日（土）（事業）

　　　　　　　  平成29年10月１日（日）～平成30年２月28日（水）（機器整備）

 助成基準 　　総事業費が15万円以上であり、事業費20万円、機器購入費30万円を上限と

し、90％以内で助成をします。　

 受付期間 　　平成29年５月16日（火）～６月30日（金）

※対象外の事業・備品があります。お問い合わせいただくか助成要

綱をご確認ください。助成要綱及び申請書は菊川市共同募金委員会

（菊川市社会福祉協議会　電話35-3724）にあります。または静岡

県共同募金会ホームページにも掲載されています。

活用しませんか？～地域ふれあい支え合い助成事業（共同募金助成金）～

8この広報誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。


