
　買い物や通院等に行くには様々な方法があると思います。
　今回の特集では、福祉有償運送事業を中心に御紹介します。
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移動手段に困っていませんか？

【対　象】　菊川市に住所を有する方及び団体で、車イスを使用しなければ歩行が困難な方

【内　容】　（1）　利用目的
　　　　　　　  ①病院や施設への送迎（通院・入退院）
　　　　　　　  ②福祉団体等が主催する行事に参加するとき
　　　　　　　  ③その他
　　　 　  （2）　利用日時
　　　　　　　  原則休日・祝祭日以外の 8：15 ～17：00
　　　  　 （3）　利用料金　
　　　　　　　  10 ㎞まで 100 円
　　　　　　　  20 ㎞まで 200 円
　　　　　　　  30 ㎞まで 300 円
　　　　　　　  31 ㎞以上　　 300 円＋（走行距離－30 ㎞）×20 円
　　　   　（4）　実施事業者　菊川市社会福祉協議会　☎３５ｰ３７２４

　本人が車イスを使用しなければ歩行が困難な方で、家族等運転できる方がいる場合は、菊川
市社会福祉協議会で実施している福祉車輌貸出事業を利用することができます。

　買い物に行きたい時、病院へ行きたい時、どんな手段を利用していますか？
　自分で移動できる方もいれば、タクシーや公共交通機関を利用している方もいると思います。
　今回は、一人では移動が困難な場合の移動手段を 2 つ紹介します。

利用者：きみさん（91才）

運転手：松下さん

 ・ 利用したきっかけは？
　私は、ケアマネジャーさんの紹介で福祉有償運送を使い始めました。月１

回の通院時に利用しています。福祉有償運送では、玄関のところまで車をつ

けてくれて送り迎えをしてくれます。玄関から自宅の前の通りまで出るのが

大変な私にとっては、とても有難く思っています。

 ・ 利用してみての感想を教えてください。
　運転手さんは、色んな方に来てもらっていますが、みなさん親切にしてく

れてとても助かっています。

　また、福祉有償運送以外でも、この地域の方々がとても気にかけてくれて

とても助かっています。

　色々な方のお世話になり安心して生活することができ、有難く思っています。

 ･ 福祉有償運送の運転手としての活動を始めることになったきっかけを教えてください。
　私は、退職前、自分の親の介護を６年、それから妻の親の介護を６年間と

合計12年間介護をしてきました。私が勤めている間は、妻が中心となって介

護をしてくれていましたので、退職後はもっと手伝おうと思っていたとこ

ろ、妻の親が亡くなってしまいました。妻から、「介護中、ボランティアや

福祉サービスを利用してとても助かった」と聞いていましたので、地域に何

か恩返しができることがないかと考えていました。その時、たまたま目にし

たのが福祉有償運送事業の運転者を目指す「福祉有償運送運転者講習会」の

案内でした。まずは受けてみようと受講し、その後、菊川市社会福祉協議会

の運転者として活動し始めました。

 ・ 実際に活動してみての感想を教えてください。
　福祉有償運送事業の運転者と同様、送迎の会ぶらんこの運転ボランティア

としての活動もしていますが、病院やいきいきサロン等を利用する方たちが

不安にならないようにということを心がけながら送迎しています。

　これから高齢社会の中で、こういった送迎が必要な利用者は増えていくの

ではないかと思います。少ない運転者で活動していくのは大変だと思います

ので、一人でも多く活動していく人が増えてほしいと思います。

社会福祉協議会の福祉有償運送は、地域住民の方のご協力により運営されています。
利用を希望される方だけでなく、活動にご興味のある方からのご連絡もお待ちしています。

家族等運転できる方がいる場合・・・＜＜福祉車輌を利用する＞＞

菊川市社会福祉協議会の福祉有償運送事業で、運転手として活動されている方より

菊川市内には、下記の福祉有償運送事業者があります。詳細は、各事業所へお問い合わせください。

福祉有償運送実施事業者

【対　　　象】　・移動することが困難であり、単独で公共交通機関を利用することが困難な方で、会員
　　　　　　　　登録されている方
　　　　　　　・身体障害者手帳をお持ちの方や要介護認定を受けている方　他

【利用者の声】

　一人での移動・交通手段の利用が困難な場合で下記により福祉有償運送事業を利用すること
ができます。

ひとり暮しで移動・交通手段の利用が困難な場合・・・＜＜福祉有償運送＞＞
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特定非営利活動法人 ハートあんどハート菊川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎35-8070
日　時 原則　月～金　8:00～17:00 車　両 普通タイプ車いす対応可

料　金
基本料金 1.5kmまで 300円　　加算運賃 1.0kmまでごとに 100円
介護料金 800円（片道400円）　　入会金 1,000円　　年会費 1,000円

その他

社会福祉法人 和松会　　　　　　　　　　　　　　　　　《高齢者》☎73-6525　《障がい》 ☎73-2662

日　時
年中無休　8:30～17:29
（時間外　7:30～  8:29　17:30～18:29）

車　両
普通タイプ車いす
リクライニング車いす対応可

料　金 走行1.0km未満 250円　　走行1kmごと 100円加算　　入会金 2,000円
その他

社会福祉法人 草笛の会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎73-4665

日　時
12/29～1/3を除いた日
原則 6:00～21:00

車　両
普通タイプ車いす対応可
セダン車所有

料　金
走行2.5km未満 300円　走行2.5～4.0km未満 400円
1kmあたり 100円加算

その他 草笛の会利用者が対象　相談支援事業所カレントが窓口　☎73-4778

社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎35-3724

日　時
月～金（祝日と12/29～1/3を除く）
8:45～16:30

車　両
普通タイプ車いす対応可
セダン車所有

料　金 基本料金 1.5kmまで 300円　　加算運賃 1.0kmまでごとに 100円　　入会金 2,000円
その他 独居の方
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　「菊川市ホタルの里同好会」の副会長兼事務局として、ホタルの飼育から幼虫
の放流を十数年やっています。会員は20数名で棚草の小林会長宅で飼育し、産
卵させ、育てています。３月の啓蟄（けいちつ）の日に小笠地区の幼稚園・保
育園の園児たちに幼虫を放流してもらい、６月の初めに「ホタルの鑑賞会」を
開き、多くのみなさんに鑑賞していただいています。数年前に菊川市の１％補
助金をいただき、施設も整いました。最近は個人でも飼育しています。
　平成30年３月もホタルの幼虫1,600匹を230名の園児と先生方と放流しまし
た。自然界では卵から成虫になるのは３～４％であることを考えると、幼虫の
1,600匹は凄い数だと思います。今後も菊川や牛渕川の清流を保っていき、菊
川の緑豊かな地を次世代につなげていきたいです。
　もう一つ、小笠北小学校で放課後子ども教室の子どもたちに卓球の指導を10年以上続けています。今年は
４人の指導者で行い、子ども達の居場所づくりも兼ねています。
※啓蟄の日とは…3月6日頃および春分までの期間。  啓は「ひらく」、蟄（ちつ）は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、
大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃。
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。
　あちらこちらで、子ども達が「ホタルのおじさんだ。」とか「卓
球の先生だ。」と声を掛けてくれるのが嬉しいですね。「中学校に
行って、卓球部に入りたい。」という子が何人かいたことや、子
どものお父さんから、「中学校に行って卓球部に入り、初めて１
勝した。」と言って喜んでいたと聞き、自分の事のように嬉しかっ
たです。
　また、ホタルの鑑賞会に子どもたちやお年寄りなど多くの方が
来てくれて、驚きの声をあげたり、ホタルの歌を歌う姿を見た時は、
９ヶ月にわたる世話の苦労も忘れます。
Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　小さい頃から釣りが好きで海や川でいろいろな魚を釣っています。
　また、写真を撮るのが大好きで、小学校の頃から撮っています。カメラ自体も好きで沢山持っています。
外国製の物や古い珍しいカメラなどもあります。
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。
　趣味の釣りとカメラはこれからも続けていきたいです。
　また、37年間の教員生活の後、自治会関係や人権擁護
委員（12年間）をやりました。人権擁護については、今
後も関心を持ち、出来ることがあったらお手伝いをして
いきたいと思っています。
※人権擁護委員は、地域の皆さんから人権の相談を受け、問題
解決のお手伝いや法務局の職員と協力して人権侵害による被害
者の救済や、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえ
るような啓発活動を行っています。

子ども達とのふれあい

澤田一宏さん
（自治会名：東嶺田）

「ホタルは卵や土の中のさなぎでも
� 光るんだよ。」

「早く大きく育ってね。」

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85回－



菊川市身体障害者福祉会
視覚障がい者部

　私達は、菊川市身体障害者福祉会 視覚障がい者部会です。身体障害者福祉会の会員で、
重度の視覚障がい者のみで活動している部会です。重度の視覚障がい者の集まりですので、
一人で会場に行く事も難しく、一人で活動するのも難しいので、家族の人達や介助ボラン
ティア「さくらんぼ」さんをはじめとするガイドヘルパーさんの介助を受け、「安全な活動」
を合い言葉に楽しく活動している部会です。
　それでは、私達の活動について紹介いたします。

１．菊川市総合保健福祉センター（プラザけやき）内での活動
　年次総会  出前講座の受講と体験
　色々な楽器の演奏会を聞く会  調理体験等 
　会員から保健福祉センターでの活動については１日とし、会員同士の懇談の時間を設けてほしい
との要望があり、活動は午前午後の２部構成とし、昼食時間を長く取り、懇談しております。
２．菊川市総合保健福祉センター（プラザけやき）以外での活動
（1）静岡県内の施設見学
　　地震防災センター　中東遠医療センター  静岡空港
　　資料情報センター　日本盲導犬協会  静岡県庁等を見学　
　　しました。
　　事前の申し込みにより、わかりやすい説明とやさしい体
　験を企画して頂けました。今年は、富士山世界遺産センター
　を予定しております。
（2）「ふれあい広場」への参加
　　ブースを設け、視覚障がい者用玩具（将棋・オセロなど）を体験していただいています。
（3）年末交流会の開催
　　身体障害者福祉会の三役を始めご家族の方、「さくらんぼ」のメンバーにも参加いただき楽し
　く交流会を行っています。
３．その他の活動
　身体障害者福祉会が主催するスポーツ大会への参加
　身体障害者福祉会が主催するバス旅行への参加
　社会福祉協議会が主催する福祉大会への参加　など
　活動は自由参加としております。
　
　私たちの活動に興味を持たれ、活動に参加したいと思ったら
連絡をください。（ご家族の方かガイドヘルパーさんの同行が必要となります。）
 連絡先　菊川市身体障害者福祉会 視覚障がい者部部長 松村和利

出前講座

施設見学
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　西風の会（菊川西地区民生委員児童委員退職者の会）の皆さんが、７月18日(水)17名、８月
15日(水) ６名で２回にわたり、プラザけやき内の草刈りや除草剤の散布などの作業をしてくだ
さいました。子どもたちや高齢者の利用する中庭や駐車場等、とてもきれいにしていただきま
した。暑い中、大変な作業をありがとうございました。

　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
小笠ライオンズクラブ　様　
白鳥　敏江　様
菊川市商工会女性部　様
横地小学校昭和13年卒業生有志　様
ODC（小笠社交ダンスクラブ）　様

タオル寄贈
公益社団法人掛川法人会女性部会　菊川支部　様

西風の会がプラザけやき中庭の奉仕作業を行いました

ご寄付ありがとうございました（２月～７月）

平成30年７月18日 平成30年８月15日

菊川市商工会女性部　様

公益社団法人掛川法人会女性部　菊川支部　様

ODC（小笠社交ダンスクラブ）様

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”）

参加者募集　ボランティア講演会

求むボランティアさん

「送迎の会ぶらんこ」
　潮海寺にある「いきいきサロン東部」を利用されている高齢者の皆さんの送迎をしています。社会
福祉協議会の車両を使用し、朝は８時30分に出発して利用者の皆さんのお宅にお迎えに行きます。帰
りは14時に「いきいきサロン東部」を出発してそ
れぞれのお宅にお送りします。
　活動日は月・水・金曜日で、現在15人の会員が
月１回から３回で活動しています。道中のおしゃ
べりは楽しく、利用者の皆さんの笑顔が活動の力
になります。
　普通運転免許をお持ちの方であれば、どなたで
も参加できる活動です。ぜひ一緒に活動しましょ
う。あなたのご入会をお待ちしています。
 問合せ先 　ボランティアセンター　☎ 35-3724

　ボランティア講演会を開催します。是非ご参加ください。
 日　時 　１１月２５日（日）13：30～15：30
 会　場 　菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
 主　催 　菊川市ボランティア連絡協議会「ゆう＆あい菊川」・菊川市社会福祉協議会
 内　容 　講演「災害時に行政を頼らない自助・共助・協働とは
　　　　　　　　　　　　　　　　～災害ボランティア活動から学ぶこと～」
　　　　  講師　落合美恵子氏（NPO法人御前崎災害支援ネットワーク）
　　　　  ※準備の関係上、事前のお申し込みをお願いします。
 申込先 　菊川市社会福祉協議会　☎ 35-3724　FAX 35-3202

 障害者支援施設 　光陽荘
　　　 活動内容 　創作品づくり（簡単なミシン縫い）
　　　 活動日時 　月曜日～金曜日　10：00～11：30
　　　 募集対象 　一般（ミシンができる方）
 障害者支援施設 　清松園
　　　 活動内容 　散歩付添い（車椅子を押して歩く）、園内の掃除、お茶配り、車いすの掃除、
　　　　　  　　　タイヤの空気入れ
　　　 活動日時 　いつでも　9：30～11：00　13：30～15：30
　　　 募集対象 　一般、学生（小学４年生以上）

問合せ先　ボランティアセンター
☎３５－３７２４
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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�　10月 １日（月）    ９：００～１２：００
　　　  10月15日（月）１３：００～１６：００
�会場�　プラザけやき
�日時�　10月 ５日（金）  １３：００～１６：００
　　　  10月22日（月）    ９：００～１２：００
�会場�　中央公民館

結婚相談
�日時�　10月５日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  10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。
ひきこもり、不登校無料相談会
�日時�　10月１日（月） １３：００～１６：００
�会場�　プラザけやき
�予約電話�　０９０－１４７６－３２３３

　歳末たすけあい運動の理念に基づき、新たな年を迎
える時期に、援助や支援を必要とする人たちを地域で
安心して暮らすことができるようにすることを目的と
します。
 対 象 者 　菊川市に居住し、世帯全員が住民税非課
税世帯で、次のいずれかの要件に該当する世帯。

１　満18歳未満の子どものいる世帯で、児童扶養
　　手当の全額受給世帯
２　次の手帳を取得している障がい児・者のいる
　　世帯（在宅に限る）
　（１）身体障害者手帳１級または２級
　（２）療育手帳AまたはB
　（３）精神障害者保健手帳１級または２級
３　要介護４または要介護５の要介護認定者を自
　　宅で介護している世帯
４　満65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯で、経

 受験資格 　昭和59年４月２日以降に生まれた者
 試験概要 　一次試験：平成30年11月３日（土）　　 筆記試験、論文試験
　　　　　  二次試験：平成30年11月17日（土）　  面接試験（個人面接またはグループ面接）

　　　　＊いずれも、プラザけやきで行います。
 採用予定人員 　一般事務正規職員　１人（平成31年４月１日付け採用）
 受付期間 　平成30年９月19日(水)　午前８時15分から 
　　　　 　 平成30年10月19日(金)　午後５時00分まで

　　　　 ＊ただし、土・日曜日は除く。
 申し込み 　菊川市社協（菊川市半済1865　プラザけやき内）で応募要領と試験申込書（所定様式）を配布
　　　　　  します。試験申込書に必要事項を記入し、受付期限までに総務企画係へ提出してください。
 問 合 せ 　総務企画係（堀川）　☎35-3724

　　済的支援を必要とする世帯
５　著しく生活にお困りの世帯（生活保護世帯を除く）

 申請書設置場所 
１　プラザけやき　社会福祉協議会窓口
２　中央公民館１階 ロビー
左記対象者にあてはまり、事業に申請したい方は
上記設置場所に置いてある『歳末たすけあい募金
配分金利用申請書』に必要事項を記入し、下記の
いずれかにおいて申請してください。

 申請方法 
１　社会福祉協議会窓口へ提出
２　民生委員・児童委員を通じて提出
３　郵送にて提出

 受付期間 　10月１日（月）～11月７日（水）
 問合せ先  　菊川市社会福祉協議会 　☎35－3724

参加者募集　各種事業
歳末たすけあい募金配分金事業のご案内

菊川市社会福祉協議会正規職員募集
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