
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボラレンニュース 
掛川市ボランティア連絡協議会 広報誌 

平成 30年度 第 1号 発行者：掛川市ボランティア連絡協議会 会長 成瀬恭子 

発行日 平成 30年 7月 1日 

3月 2日（金）和気あいあいと牧野原市さがら子生まれ

温泉へバス 2 台で向かいました。家族風呂には段差がな

く、大浴場は広々とゆっくり入ることができました。お天気に

も恵まれ、帰りには紅桜が満開なあらさわ公園に寄り、散

策を楽しむこともでき、有意義な 1 日となりました。掛川市

内の温泉も、是非あらゆる方が入浴可能な家族風呂を

増設していただきたいと思いました。 

湯ったり交流会 

ダンスレクリエーション交流会 

横須賀小学校、大渕小学校の各体育館で 5 月～11

月の間、それぞれ 4回ずつ放課後に開催されている移動

児童館に協力しています。参加を希望する子どもたちと

地域の民生委員、シニアクラブ、ボラ連等の大人たちが

ふれあう場になっています。縄跳び、コマ回し、バトミントン、

積み木、風船バルーン等を使いながら楽しいひと時を過

ごしています。 

移動児童館に参加しています 

4月 28日（土）総合福祉センター福祉活動館にて実

施されたダンスレクリエーション交流会はキッズダンスの

子どもたち、フリーマーケット、手芸、その他沢山の人達で

にぎわっていました。障がい者の方々と触れ合う時間が

短かったことが残念ですが、これからも折りに触れて色々

な方との出会いを大切にしていきたいと思いました。ま

た、参加された方々から感動と勇気をいただきました。 

 



  

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 30年 7月 2日（月）～8月 31日（金） 
※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 29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 

音訳サークル「こだま」 
視覚障がい者に声の情報提供（音訳：広報か

けがわの録音、ダビング、発送等） 

カセットテープ 

音訳ボランティア声の広場「やまびこ」

グループ 

活動見学会交通費 

NPO法人ｼﾞ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 大会参加費旅費 

自然に親しむ会 
身の回りの自然や環境を見つめ、住みやすい

地域づくりに貢献する 

交通費、草刈機歯、お

茶、印刷代 

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 

会議用品 

定例会材料費 

ハーモニカクラブアンダンテ 施設でのハーモニカ演奏 IC レコーダー 

金の砂 地域や学校で集めた収集物の整理 備品（はさみ） 

民謡「善香恵会」 三味線・太鼓・民謡等での施設訪問 
IC レコーダー、カセット

テープ 

掛川市視覚障害者協会 福祉施設でのマッサージ訪問、啓発活動等 交流会交通費 

 

 

＜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。 

ホームページから様式を

ダウンロードできます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5月 19日（土）に大須賀市民交流センターにて平成

30 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。ボラ連事業のあり方やボラ連加盟団体

数の減少などについて活発な意見が出されました。 

平成 30 年度もボランティア活動費助成事業を行

います。たくさんの団体の申請をお待ちしています。 

また各種本部事業へもたくさんの団体の参加をお

願い致します。 

平成 30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」掛川夜例会 ろうあ者との交流啓発活動 33 

3 要約筆記サークル「つくしんぼ」 要約筆記者の養成、中途失聴・難聴者との交流等 17 

4 運転ボランティアの会 障害者との交流・外出・社会参加支援 18 

5 NPO法人「ｼﾞ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 38 

6 よみきかせ会「ひまわり」 よみきかせ、おはなし、手遊び、ペープサート等 23 

7 読み聞かせ「モモの会」 桜木保育園・小中学校・ふくしあでの活動・夏休みお楽しみ会 7 

8 掛川市視覚障害者協会 福祉施設でのマッサージ訪問、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 37 

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。 28 

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」 老人施設へ月 2回訪問、各地域の行事参加等 20 

15 パンジーの会 かけがわ苑でのシーツ交換 3 

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 9 

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 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 6 

20 掛川観光ガイドボランティア猫の手の会 掛川城周辺と希望場所の観光案内 12 

21 自然に親しむ会 身の回りの自然や環境を見つめ、住みやすい地域づくりに貢

献する 

8 

22 傾聴ボランティアコアラ 高齢者の方に生きがいをもって元気になってもらう支援 14 

23 風の家  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 11 

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 7 

 

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 2 

5 つくし会 銭太鼓・踊りでの施設訪問 8 

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 社団法人静岡県断酒会小笠掛川断酒会 酒害相談・生涯断酒継続の例会 

 

ボラレンニュースは、掛川市社協ホームページで PDF版を閲覧できます。 

ぜひ一度ご覧ください。 掛川市社会福祉協議会 検索 

クリック 


