
 

 

 

 

 

 

 

 

 4月２９日（土） 大須賀児童館にて大東児童館と合同 

で子どもフェスタが開催されました。いろいろなｲﾍﾞﾝﾄがあり

ましたが、ボラ連協力ブースでは、忍者走り、割りばしダー

ツ、紙ちぎり、サイコロ１出し、プチプチパッチン、飲み物販売

のブースを１２人で担当しました。 

参加した子どもたちは、全部のブースをまわり、スタンプラ

リーもやって、時間を忘れてしまうほどの楽しい雰囲気でし

た。                    
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子どもフェスタ 

障がい者との交流の場づくり 

５月１０日（水）大渕小学校の移動児童館にボラ連よりス

タッフとして、２名が参加協力しました。 

大渕小学校の体育館にて１年生～6 年生の希望される

児童が集まり、様々な遊びを通して、縦のつながり、横のつ

ながりが出来る中で、楽しい時間を過ごしました。活動内

容は「大縄飛び」「コマ遊び」「積木積み」「プラ板絵焼き」「豆

つまみ移動」「絵ちぎり」「バトミトン」その他色々。子ども達との

交流をとおし、たくさんの元気をもらうことができました。 

      

 

５月７日（日）福祉活動館において、障がい者との交流の

場づくり「ﾀﾞﾝｽ・ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ体験」に参加しました。参加者は少

し少ないような気がしましたが掛西高生ﾀﾞﾝｽ部によるﾀﾞﾝｽ披

露は目を見張る迫力がある素晴らしいﾀﾞﾝｽでした。また障

がいがある方と一緒に、ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝを取り入れながらの恋ﾀﾞﾝ

ｽ、本当に楽しい一時を過ごすことができました。皆さん、一生

懸命に最後までﾀﾞﾝｽをされており、私は障がいのある方から

むしろ力を頂いたように思いました。これからもいろいろな方と

の交流を楽しみにしています。 

「吹き矢体験」の行事は初めてで、事前申込み、当日参

加者も多く、参加者の中には、掛川工業高校の 8 人も加わ

移動児童館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ボランティア連絡協議会加入団体の活動を支援するための助成金事業を実施しています。 
 

対 象 ボランティア活動にかかる諸経費 

上 限 額 10,000円（予算の範囲内で助成します） 

募集期間 平成 29年 7月 3日（月）～8月 31日（木） 
※募集期間終了以降、本部役員会で審査を実施し、審査結果と助成額をご報告します。 

受付時間 平日 9:00～17:00 

 

 

ボランティア活動費助成事業をご活用ください！！ 

＜参考＞平成 28年度は下記の団体に助成を行いました。 
団体名 活動内容 請求内訳 

つくし会 施設訪問等（銭太鼓、踊り、リハビリ体操等） カセットテープレコーダー 

サークル太陽の会大須賀支部 
手話を学んでもらい、聴覚障害のことを 

より深く理解していただく 

小笠ろうあ協会・手話サー

クル太陽の会共催研修会 

要約筆記サークル「つくしんぼ」 中途失聴・難聴者と仲間づくりや社会参加 みみの日大会 

車椅子友の会 掛川支部 
交流会や旅行の実施。社協や掛川市の実

施する行事、事業への参加協力 

他地域ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ状況視察 

音訳ボランティア「サークル声」 視覚障害者に声の情報提供 ウイルスバスタークラウド 

音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ声の広報 やまびこｸﾞﾙｰﾌﾟ 視覚障害者に声の情報提供 日常活動による備品購入 

 

 

＜受付窓口＞ 

掛川市社会福祉協議会 本所 

掛川市掛川 910-1 電話 22-1294 

大東ふくしあ社会福祉協議会 

掛川市三俣 620 電話 72-1135 

大須賀ふくしあ社会福祉協議会 

掛川市西大渕 100 電話 48-5531 

 

簡単な様式で、申請しやすく

なっています。 

助成を受けた場合、以降１

年は対象外とします。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5月 20日（土）に大東市民交流センター３階会議室

にて平成 29 年度掛川市ボランティア連絡協議会定

期総会を開催しました。 

最初に来賓の社会福祉協議会小里会長、掛川市

文教厚生松本委員長より挨拶をいただきました。 

議事は 28年度事業報告及び、会計報告、役員改

選（案）、29 年度事業計画(案)及び、予算（案）が審議

され、いずれも可決されました。（参加者は来賓含め６０人） 

 

 

平成 29年度 定期総会 

＜加盟団体一覧＞ 

掛川支部  

No 団体名 活動内容 人数 

1 手話サークル「太陽の会」掛川夜例会 ろうあ者との交流・啓発活動・手話通訳者の養成等 17 

2 手話サークル「太陽の会」掛川昼例会 手話学習・施設見学・手話に関係するレクリェーション他 28 

3 要約筆記サークル「つくしんぼ」 中途失聴・難聴者と仲間づくりや社会参加 17 

4 運転ボランティアの会 車椅子利用者の外出支援 13 

5 NPO法人「ジョイントサークルかたくり」 精神障害者の自立支援・啓発活動・講習会への参加 41 

6 よみきかせ会「ひまわり」 施設、幼稚園、学校などへの出張よみきかせ 25 

7 読み聞かせ「モモの会」 読み聞かせ、パネルシアター、ストーリーテアリング 7 

8 掛川市視覚障害者協会 福祉施設へのマッサージ訪問、啓発活動等 11 

9 静岡県車椅子友の会掛川支部 会員同士の交流と社会参加、行政施策への提言等 35 

10 掛川市身体障害者福祉協会ろうあ部 ろうあ者の仲間づくり、福祉教育、情報を広める 27 

11 劇団「くにまる一座」 福祉施設訪問（劇・コント・浪曲・奇術・曲芸・物真似等） 4 

12 和楽会 福祉施設訪問（マジック・舞踊・銭太鼓・歌謡曲等） 7 

13 南郷さつき会 南郷地区会員による福祉施設・高齢者サロン訪問 8 

14 琴伝流大正琴「かけがわ琴の会」 ききょう荘、宮脇の園へ月 2回訪問、小学校の大正琴クラブ 20 

15 パンジーの会 かけがわ苑でのシーツ交換 2 

16 収集整理ボランティア「金の砂」 地域や学校で集めた収集物の整理 10 

17 災害 VC掛川 災害時のボランティアコーディネート、マニュアル作成等 15 

18 掛川市防災士の会 防災イメージトレーニングの出前講座の実施 9 

19 高天神城観光ボランティアの会 観光ボランティアガイド 7 

20 掛川市観光ボランティア 猫の手の会 観光ボランティアガイド 16 

21 自然に親しむ会 地域の方と一緒にハイキングコースを整備等 9 

 



 

＜加盟団体一覧＞ 

大東支部  

No 団体名 活動内容 人数 

1 手話サークル「太陽の会」大東例会 手話学習・ろうあ者との交流 16 

2 点訳サークル「てんとう虫」 点訳学習会・新聞コラム等の点訳 5 

3 声の広報「やまびこグループ」 視覚障害者に声の広報提供 12 

4 はつらつサロン ふれあいサロン等で遊びリテーション指導 3 

 

大須賀支部 

No 団体名 活動内容 人数 

1 手話サークル「太陽の会」大須賀 手話を学び、聴覚障害者を理解 11 

2 音訳サークル「こだま」 視覚障害者に声の情報提供 6 

3 さつまいもの会 身体障害者福祉協会大須賀支部の活動支援 3 

4 はつらつサロン 高齢者向き遊びリテーション（ゲーム等）を実施 3 

5 つくし会 銭太鼓・踊りでの施設訪問 7 

6 民謡「善香恵会」 三味線・太鼓・民謡等での施設訪問 11 

7 ハーモニカクラブ アンダンテ 施設でのハーモニカ演奏 9 

 

協力団体 

No 団体名 活動内容 

1 掛川畳組合 社協事業への協力 

2 
明るい社会づくり運動 

静岡県掛川地区協議会 
古紙リサイクル、アフリカへ毛布を送る運動、歳末募金等 

3 
社団法人ガールスカウト運動日本連盟 

静岡県支部静岡第 6団 
ボランティア活動、市民との交流、募金活動、キャンプ等 

4 掛川市針灸マッサージ師会 健康まつり、ふれあい広場参加、マッサージのサービス等 

5 掛川市赤十字奉仕団 施設での奉仕活動、地域、社協、行政への協力等 

6 NPO法人掛川国際交流センター 異文化の理解及び交流、外国人への日本語指導等 

7 掛川市更正保護女性の会 更生中の青少年健全育成指導、保護司に協力等 

8 掛川市民生委員児童委員協議会 各種相談・地域福祉活動・行政機関との協力 

9 大東明るい社会づくり運動推進協議会 福祉施設草刈、歳末助け合い募金運動等 

10 掛川市勤労者協議会 特別養護老人ホームにて利用活動他 
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