
　各地域の中では、地域の方によってその地域に即した福祉的な活動が行なわれています。
各地区コミュニティ協議会に地域福祉の推進を図る部会（地区社会福祉協議会）が置かれ、
地域のニーズを地域で解決していくための取り組みを行い、地域福祉を推進しています。毎
年1回「地区社会福祉協議会情報交換会」を行い、各地区の取り組みの情報交換やテーマに
沿った勉強会を行っています。

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

 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

「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。

菊川市社協 検索
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平成30年度地区社会福祉協議会情報交換会の様子



小地域
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なぜ大切なの？
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社協が推進する小地域福祉活動とは？

小地域福祉活動とは？
住民主体による地域福祉活動の基盤となるもの

　「誰もが安心して暮らし続けられる地域」をつくるための、住民の自発的な意思にもとづく共助の取り
組みです。「お互いさま」で暮らしあえる地域を作るため、地域の人と人とをつなぐ地域福祉の基盤となる
活動であり、地域の中で、高齢者・障がい者などを、近隣住民やボランティアが見守り、必要な支援を行
うことによって、安心して暮らすことのできる地域を作ることを目的として行われる活動です。

菊川市では、どんな小地域福祉活動が行われているの？

　身近な住民福祉活動の基盤として地域の生活課題（要援護者の福祉・教育・文化・防災・防犯・まちづ
くり等）に対応し、住民の支え合いによる住みよい地域づくりを進めています。
　設置に法的な決まりは無く、菊川市では各地区コミュニティ協議会の地域福祉の推進を図る部会を地
区社会福祉協議会と位置づけ、11の地区社会福祉協議会が活動しています。市社協においては、職員が
地区担当として各地区に関わらせていただき、地域の皆さんと共に地域の福祉を推進しています。また地
区社会福祉協議会の財源は社協会費を還元する形で助成しています。

　あなたの暮らす地域でどの様な小地域福祉活動が行なわれているのか？お気軽にお問い合わせく
ださい。また小地域福祉活動を推進する活動に参加したいという方も社会福祉協議会までお気軽に
ご連絡ください。

どんな方が対象になるの？
　一人暮らし高齢者、障がい者、高齢者世帯、要介護高齢者のいる世帯など、「少し心配だ。」「困りごと
があるかもしれない。」と思われる方です。小地域福祉活動を行うことで、地域の全ての方が安心して暮
らしやすい地域づくりにつながります。

①安心・安全
孤立死や悪質な訪問販売等
の被害という様な不幸な事
故の予防につながります。

③早期発見・対応
困っている人を早い段階で
発見し、重大な状況になる
前に専門機関につなげます。

⑤安らかな暮らし
「地域の中で見守られてい
る。」「一人じゃない。」と思
うことが出来、孤立感を解
消し、安心感を高めます。

⑦地域の福祉環境を高める
「お互いさま」の気持ちを
育てることが、誰もが住み
やすい地域をつくっていき
ます。

②災害時の備え
日頃から地域にどんな人が
いるかを知り、交流するこ
とは防災上とても重要です。

④「情報」と「声」のパイプ役
情報が得にくい方に具体的な福
祉情報を提供したり、地域でも気
づきにくい対象者の小さな「声」
を受け止めることが出来ます。

⑥参加のしやすさ
日常の生 活を崩さずに
「ちょっとした時間に。」「〇〇
のついでに。」の気軽な支え
合い・助け合いが可能です。

⑧みんなの力で
地域の安心を安定して継続
的に続けて行くためにも住
民参加の「仕組み」作りが
必要になります。

地区社会福祉協議会

　地域に住む支援が必要な方に対し、家事における簡易な困りごとの支援を継続して行なっています。
生活支援生活支援

　地域福祉に関する講演会を
開催し、地域住民の方に伝える
機会、知っていただく機会を提
供しています。

福祉講演会福祉講演会

　その地域に伝わる行事や季節のイ
ベント等をとおして、世代を問わず小
さな子どもから高齢者までが交流で
きる機会を提供し、地域住民が知り
合える機会となっています。

世代間交流活動世代間交流活動

　高齢者の安全・安心の確保を目的に「救急医療情報
キット」の配布を通した見守りや「福祉見守りマップづ
くり」、小学生と地域住民による年末のひとり暮らし
高齢者宅への訪問活動などを実施しています。

見守り活動見守り活動

　ふれあい・いきいきサロンとは、地域住民が身近な場所に気軽に集ま
り、ふれあいを通して生きがいづくり、仲間づくりや介護予防等の拠点と
して、菊川市では主に高齢者対象のサロンが広がってきました。

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　現在、社会福祉協議会では、送迎ぶらんこの会ボランティア、福祉・有償運
送運転協力者、日常生活自立支援事業生活支援員、また地域では、下本所拠り
所（高齢者サロン）代表をしています。
　サロンは今年で5年目になります。サロンを始めたきっかけは、下本所の敬
老会が消滅する時に頼まれた事と、社協のボランティアをしていてサロンの必
要性を感じたからです。毎月27日9時から11時に15～20人程の人が集ってく
れます。回覧で連絡し、楽しくやっています。送迎の会ぶらんこは11年目、会
長も3年やりその時は、自治会長と重なり大変でした。
　また、親戚のお手伝い、春の一番茶収穫と秋の稲刈りをしています。

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、高齢者の皆さんから元気をもらったり、あげたりしています。
　また、利用者さんと会うのが楽しみで、会話も弾みます。街中で、たまたまお会いすると声をかけたり、
かけてもらったり、楽しいひと時を過ごします。

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　趣味は、スポーツです。ソフトボールや陸上、ボウリングを楽
しんでます。
　毎週土曜日は、桔梗掛川ハイシニアソフトボールクラブに所属
し静岡県リーグでやっています。年間30試合、平成30年度は3位、
今年は優勝しています。
　毎週日曜日は、掛川シニアソフトボールクラブに所属し静岡県
リーグでやっています。年間30試合。全国健康福祉祭（年輪ピッ
ク）で鹿児島大会（2008年）山口大会（2015年）と2回出場しました。
　陸上は、全国日本マスターズ陸上競技に所属し陸上競技（60mか、
100m）をしています。
　平成26年、全日本マスターズ陸上競技で県代表。男子還暦4×100ｍ優
勝（岩手大会）
　静岡県マスターズ陸上競技100ｍでは、平成29年1位、平成30年2位で
した。
　あと、懐メロを聞くのが好きで、車の中で聞いています。

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。
　毎日健康で病院にもかからず過ごし、生涯、スポーツ＆ボランティ
アを愛しながら、月に1度のボウリング大会、マスターズ陸上競技、
ソフトボール（県リーグ戦）スポーツジムでの筋トレ、ボランティ
ア活動をバランスよくしながら楽しく生きたいです。
　また、秘湯紅葉温泉巡りを友だち7～8人と年1回計画していて、今
年は青森に行き楽しんできました。こんな生活ができるのも、家族
の理解があるからです。家族（妻）には、感謝しています。

スポーツ＆ボランティアを通して、出会いの楽しさ

横山 定雄 さん
（自治会名：下本所）

4※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。

笑顔、輝いてます　－第95回－



構成団体
　菊川市身体障害者福祉会ろうあ部
　菊川市手話通訳者協議会
　手話サークル　太陽の会
　手話サークル　ひまわり

活動内容
　菊川市に手話言語条例ができてほしいと願って平成28年6月6日菊川市手話言語条例検討委員会
を発足しました。全国各地の条例文を参考に菊川の良さを盛り込んだ条例文にしたいと、18回も
の会議を重ねました。また、市民の皆さんの理解を得ることも大切だと考え、市のいろいろな行事
に手話通訳付きで参加しました。
　平成29年3月2日菊川市議会定例会本会議で「菊川市手話言語に関する条例について」採決され
た時、嬉しくて「バンザイ」と叫びたいのをみんな我慢しました。
　平成29年4月1日に「手話言語に関する条例」が施行されたことで菊川市手話言語条例推進委員
会に改称しました。
　条例を市民の皆さんに知っていただき、条例にこめた「いつでも、どこでも、だれとでも、手話
で通じ合いたい」と願って、ふれあい広場では「手話は言語ステージ発表」、12月に「手話言語に
関する条例のつどい」を開催してきました。今年も開催に向けて準備を進めています。
　　　　　　

「菊川市手話言語に関する条例のつどい」
日時：12月21日（土）午後1時から
会場：六郷地区センター

多くの市民のみなさんのご来場をお待ちしています。

菊川市手話言語条例推進委員会

5

施設や団体の紹介コーナー



「みなさまへのご報告」

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。

令和元年度
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 782 625,600
町部 1,155 924,000
加茂 1,729 1,383,200
内田 810 648,000
横地 612 489,600
六郷 2,751 2,200,800
河城 1,216 972,800
平川 1,039 831,200
嶺田 514 411,200

小笠南 795 636,000
小笠東 993 794,400
合計 12,396 9,916,800

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」

西富田茶農業協同組合
㈱ライフケア加藤設備
上倉沢茶農業協同組合
㈲村瀬建設
㈱トミハラ
㈱村田建設
スズテック㈱
桜井医院
島田掛川信用金庫 菊川駅前支店
㈱内田電設
㈲高田屋
島田掛川信用金庫 菊川支店
㈲アイエル
㈱山下組

（医）池ヶ谷内科医院
㈱オーザ

（医）正圭会 福地医院
㈱美緑園
㈱アーク東海
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
㈲ＹＳ警備
㈱田嶋電気工業所
㈲ツルタ
㈲スギ技建
共和設備㈲
㈲浅野鉄工所
㈲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
㈲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
㈱牧野組
㈱トキワ
㈱エムビーエス
㈱河原崎商事菊川
㈲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
岡本　典雄

（公社）菊川市シルバー人材センター
㈱佐野 善行の会 
アプリイ菊川
菊川タクシー㈲
森クリニック 森重夫
クミアイ化学工業㈱生物科学研究所
菊川耳鼻咽喉科
㈱ホンダカーズ駿河
㈲斉藤新聞店
通所介護松若
㈱スーパーラック
菊川建設㈱ 
㈱ケイリックス
横浜植木㈱ 菊川研究農場
㈱関東オークラ
㈲マイスター工房
㈲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
㈲ 丸三石油商会 
㈲ワカスギ塗装
㈱コモード　デイサービスかなで
㈱佐野機械店
内田第二茶農業協同組合
㈲正樹園 
㈲サンワテック 
㈱浅野 
黒七肥料農材㈱
㈱小林建設

（医）晴和会 さわだの庄
㈲石川造園設計
㈱千代田テクノル
マザーズ㈱ マザーズ西方弐番館
西方茶農業協同組合
㈲ツルタ電気
SUS㈱
㈱オカムラ
静岡日電ビジネス㈱
㈲ワイエスデー

個人会員
大橋　眞佐美
高野　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

黒田　知
沖野　敏道
杉本　義博
夏目　洋子
水野　重之
河原崎きみ江
白松　洋一
黒田　八重子　
中野　成子
大石　英夫
齋藤　久司
川越　一男
八木　照夫
舟木　健二
内田　勝美
富井　幸廣
松下　利美
松本　猛
栗田　市松
戸塚　知夫
横山　由美子
福井　逸子
三ツ井　誠
米倉　範久
井指　雅代
三浦　康子
石原　泰雄
久保田　恩
伊藤　高德
杉山 志のぶ
山下　勝
村木　ユキ子
落合　岐良
早川　眞理子
鈴木　辰男
鈴木　美恵子
杉山　美代子
後藤　君枝
河原崎美佐子
高橋　紀子
伊藤　順治
小林　利明
山田　照義
黒田　好一
渡邊　智惠子
堀　博
岩澤　正美
鈴木　美代子
塚本　敏郎
山田　益雄
山田　勇
宇佐美　浩一
赤羽　千代子
落合　淳子
石川　昌子
内山　康彦
赤堀　てる子
前嶋　光紀
杉本　蓮修
小杉　信策

森下　裕治
鈴木　善昭
黒田　節子
鈴木　徳雄
寺本　秀子
千原　享子
鈴木　美代
森下　辰己
澤島　仁
落合　恒男
中山　生男
永田　八千代
曽根　猛
松本　実
鈴木　長男
鈴木　金佳
宇野　眞平
杉山　茂
池田　正人
坂部　幸夫
赤堀　ミキヨ
永田　君子
赤堀　惠子

施設会員
双葉こども園
横地保育園
菊川保育園
おおぞら認定こども園
ひかり保育園
ひがし保育園
みなみ保育園

（福）白翁会 千寿の園
（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
東遠学園組合

（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
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

(順不同・敬称略）

法人会員
㈱ホソヤ 
片山製茶工場㈲
㈱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㈲
小笠町茶農業協同組合
㈲やまの鈴木建築
太田レンタカー㈱小笠営業所
㈲ヤマダ商会
㈲幸和建設
小笠運送㈱
マルマツ食品㈲
㈲園田自動車
㈲システムプランニング
走栄電業㈲
河東開発工業㈱
㈲河原崎木型
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
JA静岡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㈱小笠工場
赤土原茶農業協同組合
㈲齋能園
㈱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
島田掛川信用金庫 小笠支店
㈲小笠ホンダ販売
サクラ缶工業㈱ 
島田掛川信用金庫 小笠東支店
マルゼン工業㈱
㈱静岡旅の企画室 ゆうプラン小笠店
㈱すず保
㈲保険企画
㈲きらく旅館
㈱大弥 
㈱オール看護小笠
さかの動物病院
南部建設㈱
チェストプレミックス㈱
内外化成㈱小笠工場
鈴与エコプロダクツ㈱
㈱東遠保険コンサルタント
㈱ファインケム
㈱菊川カントリークラブ



ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

公益信託スクロール女性ボランティア基金2019年度助成先募集

病院ボランティア＂星＂
　菊川市立総合病院正面玄関でピンクのエプロン姿を見か
けたことがありますか。担当看護師さんと一緒に、来院さ
れる方々のちょっと困った、どうしたら良いのかなという
場面のお手伝いをさせて頂いています。具体的には、車イ
スの必要な方に用意をして玄関内にお連れすることや、再
診受付機の説明、院内の場所の案内などをしています。初
診受付・紹介状持参等の専門的な内容については、担当看
護師さんに繋いでいます。
　都合の良い日に月1～2回、8時30分から2時間の活動です。
毎月1回の打ち合わせ会で気になることは確認ができます。
難しいことはありません。あなたの時間を、ちょっと誰かのために役立ててみませんか。
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　 ☎35-3724

　静岡県内で高齢者・障がい者・児童に対する社会福祉に関するボランティア活動を行う「女性を
中心とする団体」を支援するため、助成先を募集します。
 助成対象 　高齢者・障がい者・児童などに対する以下のボランティア活動に必要な資材・器材購入費、

活動費、研修養成費
（１）在宅障がい者・高齢者などに対する給食・入浴・家事援助活動
（２）在宅障がい者・高齢者などの外出補助活動
（３）ひとり暮らし、寝たきりの高齢者等に対する訪問活動
（４）点訳・録音活動
（５）障がい者福祉施設・高齢者福祉施設等での労力提供活動
（６）障がい者・高齢者等に対する文化、レクリエーション活動の指導、援助活動
（７）児童・母親の居場所づくり
（８）生活困窮者に対する援助活動
（９）ひとり親支援活動
（10）その他上記に準ずる活動

 応募資格 　静岡県内に活動の拠点を置く女性を中心としたボランティア活動
 助 成 額 　上限20万円（申込金額の８割程度を助成）
 応募方法 　所定の「助成金給付申請書」（静岡銀行ホームページよりダウンロード可）に必要事項

を記入し、必要書類（助成金の使途に関する資料・申請団体の概要や活動がわかる資料）
を添え提出する。

 応募期限 　令和元年12月31日（当日消印有効）
 問い合わせおよび申請書提出先 　
〒424-8677静岡市清水区草薙北２番１号（株式会社静岡銀行事務サポート部国内業務企画グループ内）
公益信託スクロール女性ボランティア基金事務局
☎054-345-9101
−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−⃝−
　今回ご案内の助成事業以外にも、企業・団体などが実施する「ボランティア活動等を支援する助成
事業」がございます。社会福祉協議会までお問い合わせください。ただし、申請時期や助成対象内
容などで対象となる助成事業が無い場合もございます。

人
之
世
タ
ス
ケ
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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



　認知症になったらどんな困り事が起きるのか、その原因を解説し当事者もその家族も心
豊かに暮らし続ける為の秘訣を提案していただく中で、地域における人権や共生について
考えます。関心のある方は、ぜひお越しください。
 日　時 　令和元年12月8日（日）13：30～15：15
 会　場 　プラザけやき　201会議室
 講　演 　テーマ「認知症になっても心豊かに暮らす秘訣」
 講　師 　皆本　昌尚 氏

(認知症型対応デイサービスあつまるハウス駒形所長）
 対　象 　一般市民
 定　員 　１２０名
 申込先 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724
　　※会場の都合の為、事前予約をお願いします。

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 　12月２日（月）   ９：００～１２：００
　　　  12月16日（月）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　12月 ５日（木）１３：００～１６：００
　　　  12月20日（金）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　12月６日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  12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。
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

※毎月第１月曜日（祝日の場合は翌週）には、
　ひきこもり・不登校サロンを開設しています。

 予約電話 　０９０−１４７６−３２３３

　以下の方々が受賞されました。
令和元年度静岡県社会福祉協議会会長表彰
《社会福祉功労表彰》　（敬称略、順不同）
　落

おち

合
あい

　昌
まさ

子
こ

（社会福祉法人白翁会）
　渡

わた

邉
なべ

　芳
よし

子
こ

（社会福祉法人白翁会）
　松

まつ

永
なが

　綾
あや

美
み

（社会福祉法人白翁会）
　奈

な

良
ら

　修
しゅう

三
ぞう

（社会福祉法人白翁会）
　大

おお

塚
つか

　幹
みき

子
こ

（社会福祉法人白翁会）
　鈴

すず

木
き

三
み

由
ゆ

紀
き

（社会福祉法人白翁会）
令和元年度静岡県知事表彰
《社会福祉功労表彰》
　声のサークル　やまびこ

今後益々の御活躍を期待いたします。

菊川市民社会福祉大学を開催します。

参加者募集　各種事業
受賞おめでとうございます
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