
　菊川市社会福祉協議会では、福祉機器や福祉車両などの貸出事業を行っています。貸し出
し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。今回は
Ｐ２～３で貸出の用品をご紹介します。ぜひご利用ください。

社協では、こんな物が
借りられます！

車イスのまま乗れる車

フェイスブックページ

https://
www.facebook.com/
kikugawasyakyou/
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社会福祉法人　菊川市社会福祉協議会
〒439-0019 静岡県菊川市半済1865（プラザけやき内）

☎〈0537〉35-3724　Fax〈0537〉35-3202
Eメール　info@kiku-syakyou.or.jp
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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、歩行器、歩行車、四点杖、
ポータブルトイレ、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カ月以内です。

こんな福祉機器を借りられます

福祉学習教材の貸し出しもあります。
　・高齢者疑似体験セット　　　・新生児抱き人形
　・視覚障がい体験セット　　　・妊婦体験セット　
※ 車イス、福祉車両も学習教材として貸し出せます。
　　　詳しくは菊川市社会福祉協議会へお問合せください。
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　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】
〇休日、祝祭日以外の午前８時 15 分～午後５時 00 分（原則）

【費用】

車イスのまま乗れる
福祉車両を借りられます

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）

☎３５－３７２４

〇走行距離に応じて利用料をいただきます。
距離 利用料

0 ～ 10㎞ 100 円
11 ～ 20㎞ 200 円
21 ～ 30㎞ 300 円

31㎞～ 300 円＋１㎞ごと 20 円加算
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　島川の公会堂で高齢者サロン「おにぎりの会」をやっています。平成17年５
月にスタートし、今年の５月で丸13年になります。
　あと、平成16年から子ども読書会の活動をやっていて、堀之内小学校で月１
～２回くらい朝の読み聞かせや１、２年生を対象に午後に30～40分位の読み聞
かせと３、４年生の「郷土かるた」もしています。毎年、夏休み前には「木か
げ文庫」を町部地区センターと正法寺(堀田)で行っています。大型絵本やパネ
ルシアターなど楽しいお話をやります。私はクイズ担当ですが、今では堀之内
だけになってしまったので、絶やさないように続けていこうとメンバーと励ま
し合っています。
　ほかには、更生保護女性会の活動を10年位やっています。内容としては子育
て支援センターで託児の相手をしたり、理事として会合に出たりしています。

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。
　高齢者サロンでは、高齢者の方からパワーをもらいます。
みなさんお元気で、家から公会堂まで歩いて来られる方が
ほとんどです。先輩方のそういったお元気な姿を見るとス
タッフも元気でいなくてはと思います。帰り際に「楽し
かったよ」、「次楽しみだよ」と言われると、それが嬉しく
喜びになっています。スタート時は最初から無理して回数
を増やすよりも長く続ける事を目標にと年３回から始めま
した。４回、５回と増やして現在は奇数月の年６回になり
ました。みなさん楽しみにしていてくださるので、出来る
だけ長く続けて行きたいと思っています。
　子ども読書会の他に、「おにぎりの会」として、５年生
が作ったお米を使ってのお赤飯づくりの手伝いをやってい
ますが、子ども達が顔を覚えてくれて声を掛けてくれるの
も嬉しいですね。

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　娘が小学校１年生になった時、教員をやっていたこともあり、
賞状の字をきれいに書きたいと思い、一緒に習字をやり始めま
した。下手ながらも今日まで続いています。細く長くコツコツ
とやっています。
　また、退職後にやりたいと思っていた水墨画を、近くの西方
地区センターでやっていることを知り習うようになりました。
作品は西方地区センターまつりに出したり、水墨画については
２年に一回、菊川文庫の２階で行われる作品展に出しています。
今年も５月にあります。

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。
　新しくやりたいというよりも、今やっているボランティアや趣味を細く長く続けて行きたいと思っていま
す。自分自身の健康管理をしっかりやって、出来るだけ長く活動を続けていくことが目標です。

細く 長く コツコツと

八木一枝さん
（自治会名：島川）

4※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。

笑顔、輝いてます　－第80回－



災害救助犬静岡
　当会は、平成７年３月に民間のボランティア団体
として活動を始めました。
　同年１月に発生した阪神淡路大震災直後に海外か
ら、不明者捜索に来た救助犬の活躍を知り、「自分
達の愛犬を訓練し国内の災害時に役立てたい」とい
う想いがきっかけでした。この５年後、平成１２年
９月にNPO法人として静岡県より認可を受け今日
に至っております。現在の総会員は４８名。静岡県
内は勿論、遠くは三重県在住の方も登録しています。
訓練は主に毎週土曜日、それぞれが愛犬を連れ菊川
市内の訓練場に集まります。又、訓練の成果を計る為に年１回、救助犬認定試験を実施します。審
査は救助犬静岡独自の方法で、救助犬に必要となる服従審査、多数の箱から『見えない人の臭い』
を探し出す基本的捜索審査、基本的捜索審査合格犬による現場出動を想定した山野捜索・瓦礫捜索
審査を行います。今年は１月末の２日間で実施致しました。ここで合格した犬達が実際の捜索活動
に赴きます。救助犬静岡では、東日本大震災、広島豪雨災害、そして一昨年の熊本地震災害に出動し、
要救助者を発見してきました。この様な災害出動以外にも、毎年県内外の行方不明者の捜索、救助
犬を紹介するための実演活動、子ども達の防災ボランティア活動への協力。又、静岡県防災訓練、
菊川市防災訓練や学校の防災訓練参加等、通常訓練の他に年間３０件以上の活動を行っております。
　今後も救助犬への期待に応えられるよう日々の訓練に精進し、更に多くの方々にご理解いただけ
るよう各方面で活動する予定です。

特定非営利活動法人　災害救助犬静岡　
代表　植田　茂喜

2017年6月　くまもとから感謝をプロジェクト！

2017年8月　「消防警察災害救助犬総合防災訓練」
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施設や団体の紹介コーナー



　３月１７日（土）、西方の龍雲寺にて「だれでも食堂」
が開かれました。住職の奥さんの村松さんが地域の子育
てを支援しようと考え、誰でも気軽に立ち寄れて、地域
の交流の場になればと始めました。この日の献立はお肉
の代わりに油揚げを使った精進カレーと豚汁でした。料
金は百円で、正午から２時まで開店し、40名ほどの来店
者があり、みなさん「美味しい」と好評でした。

　２月26日（月）にシニアクラブ菊川主催「健康講演会」が開
催され、「認知症について」をテーマに、岡本クリニック院長 
岡本典雄先生にご講演いただきました。誰もが関心を持ち、ま
た不安に思っている認知症について、正しい理解を深める大変
よい機会となりました。
　講演後の質疑応答でも、岡本先生のユーモアを交えながらの
丁寧なご回答に、笑ったり感心したり、納得したりの有意義な
講演会となりました。

　社協では生活支援と移動支援について、ヘルプマン集まれ！と題して２日間にわたり講座を行い
ました。
＊１日目＊　２月28日（水）

　社協より生活支援の必要性についての話、地域で既に生活支援を行っている団体のお話を頂い
た後、実際にヘルプマンの活動をゲームで体験しました。

＊２日目＊　３月６日（火）
　地域で移動支援をするために何ができるのか等を、全国移動サービスネットワークの副理事長
である河崎民子氏より詳しくお話をいただきました。
　その後、“高齢者の移動支援をする為に”をテーマに、自分たちや地域でできる事は何か？をグ
ループごとに話し合い、発表しました。

　２日間の講座を通し、“今”地域で必要とされているものは何か？
　今の自分にできることは何か？等、様々な意見を聞き、思いを共有することで、改めて地域
のことを振り返り、考える時間になったかと思います。
　これからもヘルプマンの企画をしていきたいと考えていますので、今回参加された方も、こ
れを機に興味を持った方もぜひ、ご参加ください。
　今後のヘルプマンを社協と一緒に考えていきませんか？

ヘルプマンとは…誰もが住み慣れた地域で生活していくために“ちょっとした困りごと”を支援する
生活支援の担い手のことです。

お寺で「だれでも食堂」

「認知症」について学びました

「ヘルプマン集まれ！」を開催しました

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」



ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

ボランティアグループからのお知らせ

「第12回菊川市ふれあい広場」参加団体募集！

「子育てサポートりぼん」
　私たち「りぼん」はオレンジ色のエプロンとポロ
シャツをトレードマークに託児（有料）と読み聞か
せ（りぼんタイム）を主に活動しています。
　児童館での「りぼんタイム」は音とおはなしで親
子で楽しいひとときを過ごしてほしいです。りぼん企画の「すまいるサロン」では、子育
ての講話に加え、コサージュ作りやお灸講座等、幅広い年齢の方々の参加を募っています。
「孤立した子育てをなくし、寄り添う子育て支援をしたい」という発足当初の思いを今も
続けています。子どもたちのパワーと子育てに関わる全ての方々の笑顔に、私たちも大き
なパワーをもらっています。オレンジのエプロンを見かけたら気軽に声をかけてください。
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎３５ー３７２４　FAX ３５－３２０２

　「布ぞうりを作ってボランティア」からのお願いです。
　布ぞうり作製用の布を提供してくださる方を探しています。
　提供していただける方はご連絡ください。よろしくお願いします。
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎３５ー３７２４　FAX ３５－３２０２

　「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30年10月27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：車イス体験、アイマスク体験、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25日（金）
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎３５ー３７２４
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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　☎35-3724



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（火）   ９：００～１２：００
　　　  ５月15日（火）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　５月 ７日（月）１３：００～１６：００
　　　  ５月21日（月）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　５月11日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  ５月20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７日（月） １３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 予約電話 　０９０－１４７６－３２３３ ※要予約

【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、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、障がい児者、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）①要支援者に対する支援体制づくり、②在宅福祉活動(高齢者サロン等)、
　　　③人材育成　①～③の事業及び事業に必要な機器、子どものあそび場の遊具新設
【事業実施期間】
　平成30年10月１日(月)～平成31年３月31日(日)（事業）
　平成30年10月１日(月)～平成31年２月28日(木)（機器整備）
【助成基準】
　総事業費が15万円以上であること。
　助成率90％以内（事業費20万円、機器整備費30万円を上限）
【受付期間】
　平成30年５月16日（水）～６月29日（金）
※対象外の事業・機器があります。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　☎35-3724）に設置しています。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。

　国土交通大臣認定の講習を行い、福祉有償運送運転者及びセダン等運転者を養成します。
 日　　時 　平成30年６月12日（火）9:30～16:00、13日（水）8:45～15:30
　　　　　※２日間とも受講が必要です。
 内　　容 　講義、実技　等
 会　　場 　特別養護老人ホーム松秀園、綜合菊川自動車学校（２日目のみ）
 対　　象 　・1種免許（またはそれ以上）をお持ちの方
 　　　　 　・これから福祉有償運送の運転者として従事しようとする方
 　　　　 　・道路運送法第78条の許可を受ける訪問介護事業所の訪問介護員等
 定　　員 　16名
 参 加 費 　3,000円
 申込期間 　平成30年５月１日（火）～５月28日（月）
 申 込 先 　菊川市社会福祉協議会
 　　　　 　受講申込書によりＦＡＸまたは電子メールでお申し込みください。
 　　　　 　受講申込書は、本会ホームページ
 　　　　 　（http://www.kiku-syakyou.or.jp/）からダウンロードできます。

参加者募集　各種事業
活用してみませんか？　　　　　　　共同募金助成金
地域ふれあい支え合い助成事業

受講者募集「福祉有償運送運転者・セダン等運転者講習会」
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