
お家で使わなくなった
炊飯器・卓上コンロ
はありませんか？

　生活に困窮している
方へレンタル用品とし
て貸し出しています。
　問合せは生活支援係
にご連絡ください。

　８月３日（月）～８月31日（月）
までフードドライブを行います。
　フードドライブとは家庭で
余っている食品の寄付を募り、
フードバンクなどを通して地域
の福祉団体や施設、生活困窮者
などに提供する活動です。
　みなさまのあたたかなご協力
をお願いいたします。

対　　象
　◎ 賞味期限１カ月以上の未開封の食品
　× 生鮮食品は受け付けていません

回収場所
　①掛川市役所　　②社協本所
　③大東ふくしあ　④大須賀ふくしあ

期　　間　８月３日（月）～８月31日（月）まで
　※�掛川市社会福祉協議会では、上記期間以外

でも通年で食品の寄付を受け付けています。
　　�内容に関するお問い合せは下記までご連絡
ください。

問合せ先　生活支援係 ☎22-1294
� （担当：藤田・春田・鈴木）

「フードバンクふじのくに」の
のぼり旗が目印です

⬇

フードドライブ にご協力をお願いします

社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
掛川市掛川910-1　総合福祉センター（あいり～な）２階
TEL 22-1294　FAX 23-3319
ホームページ　http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

ホームページ Facebook

7月号
No.178

――――  この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――



令和元年度の主な特徴
・第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画（スマイルプランかけがわ21、平成28～令和２
年度）の４年目にあたり、第四次計画作成に向けて、住民アンケートや地区懇談会等によ
り、新たな地域課題の検証をおこないました。
・成年後見制度における市民後見人養成のため、掛川市・菊川市・御前崎市共同で市民後見
人養成講座を開催し、第一期の卒業生から５人の方が実習を始めました。また、社会福祉
協議会も定款を変更し、法人後見活動をおこなう体制を整えました。
・社会福祉法人における社会貢献活動においては、市内29施設の参加を得て、「福祉なんで
も相談」を開始しました。
・ふくしあエリアにおける第２層生活支援コーディネーター（SC）による地域による支え
あい体制の推進支援とともに、地域包括支援センター認知症推進委員と協働し
て、「認知症カフェ」（２箇所）を実施しました。
・介護保険事業においては、市内における社会資源が充足したと判断し、居宅介
護支援事業、訪問介護支援事業を終了しました。

事 業 報 告
詳細については、お気軽にお問合せください。

⑫ボランティアのまちづくり
・ボランティア連絡協議会への支援
・ボランティア保険への加入促進
・ボランティアセンター運営
・企業の社会貢献・支援事業
・市民交流センター・活動団体との連携
・NPO団体等との連携
・ボランティア養成講座の実施（2回）

傾聴ボランティア養成講座（20人）
点訳ボランティア養成講座（14人）

⑬地域福祉推進体制の強化
・地域健康医療支援センターへの参画
・地域包括支援センターとの連携

・子育て支援センターとの連携
・社会資源の発掘と活用
・役員体制の強化
・経営強化委員会の設置
・職員体制の見直しと強化
・生活支援会議の実施

⑭地域福祉の推進と評価
・地域福祉推進体制の確立
・地域福祉評価体制の確立

⑮共同募金運動の推進
・一般募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力

・助成金活用事業（26件）
・歳末たすけあい援護金贈呈事業（185世帯）
・歳末福祉事業助成事業（101団体）
・赤い羽根地域福祉促進助成事業（11件）

収 入 支 出
項　　　目 金　　額 割合

会 費・賛 助 会 費 19,321,761 2.7％
寄 付 金 2,519,606 0.4％
県・市他補助金・受託金 388,487,432 55.5％
共 同 募 金 配 分 金 14,603,939 2.1％
介 護 保 険 収 入 12,333,918 1.8％
自 立 支 援 費 等 収 入 63,762,687 9.1％
そ の 他 の 収 入 22,535,734 3.2％
前年度からの繰越金 176,379,943 25.2％

計 699,945,020 100％

項　　　目 金　　額 割合
法人運営に関する事業 55,805,235 8.0％
高齢者の方に関する事業 97,465,785 13.9％
障がいをもつ方に関する事業 81,049,819 11.6%
子ども・青少年に関する事業 140,320,044 20.0%
地域福祉に関する事業 92,588,434 13.2%
生活支援に関する事業 42,344,933 6.1%
ボランティア等に関する事業 11,369,265 1.6%
翌 年 度 へ の 繰 越 金 179,001,505 25.6%

計 699,945,020 100％

令和元年度　事業別決算報告 単位：円
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令和元年度
令和元年度、掛川市社会福祉協議会は、以下の事業に取り組みました。
①安心をつなぐ
・災害ボランティアセンター運営マニュ
アルの検証と体制整備
・災害ボランティアグループとの連携

②地域をつなぐ
・相談事業、在宅福祉活動によるニーズの把握
・小地域福祉ネットワークの活動の立ち
上げ、活動継続の支援

③情報をつなぐ
・各種相談事業の実施

福祉総合相談（5,939件）
心配ごと相談（49件）
結婚相談（387件・結婚成立6件）
ボランティア相談（140件）

・児童発達相談員派遣事業受託（延373回）
おやこ教室たけのこ（延946人）
養育支援訪問（89回）
子育て相談（31件）

・善意銀行貸付事業（19件）
・生活福祉資金貸付事業（4件）
・生活困窮者自立支援事業
総合・貸付相談件数（110件）
相談受付（同意）件数（30件）
プラン作成（25件）
困窮支援回数（3,295回）

・生活困窮者家計相談支援事業
総合・貸付相談件数（110件）
相談受付（同意）件数（15件）
プラン作成（19件）
困窮支援回数（1,454回）

・社協だよりの発行（毎月）
・ボランティア情報の提供
・児童館・児童交流館だよりの発行
・社協ホームページによる福祉情報発信
・社協Facebookによる情報発信
・日常生活自立支援事業受託
相談件数（4,261件）
契約件数（34件）
支援・調査回数（786回）
成年後見相談件数（36回）
成年後見移行件数（2回）

・市民後見人養成講座第一期、第二期開催

④人がつながる
・青年学級「この指とまれ」（延252人）
　　　　　 「四つ葉の会」（延382人）
・精神障がい者サロン「ほっとほっとサロン」

つくし会館（延280人）
大須賀老人福祉センター（延131人）

・在宅介護者の会育成支援（本部・支部）

　掛川児童交流館（延31,559人）
各種事業（21事業・延8,582人）

・子ども会連合会育成援助
� （大東・大須賀地区）
・放課後児童健全育成事業
　　（学童保育13箇所・受託75,997人）
�・放課後等デイサービス事業
　 「はるかぜ」�（4,305人）
　 「かざぐるま」（1,032人）
　 「みなみかぜ」（2,338人）
・子育てサロン・サークル訪問
・子育てサロン・サークル実践者情報交換（25人）
3/5～ 3/31 新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為、掛川児童交流館、大
東児童館、大須賀児童館 休館

⑦地域の財産を活かす
・地域実践活動の支援

⑧生活を潤す
・居宅介護支援（令和元年度末終了）
・障害福祉サービス事業（延2,831人）
・移動支援事業（延31人）
・ひきこもり者支援

ひきこもり啓発講演会（45人）
家族学習会サロン・おしゃべり会（延93人）
本人の居場所フリースペース（延17人）

⑨環境を見直す
・車いす貸出事業（649件）
・福祉車輌の貸出事業（702件）
・ユニバーサルデザインの普及推進

⑩地域活動をささえる
・地域における活動への支援
　地区福祉協議会活動（35地域）
・地域福祉協議会新任役員研修会（39人）
・特別活動助成事業（31地区、100事業）
・地域福祉協議会連絡会（7回・延208人）
・高齢者サロンボランティア初任者研修会
� （3回・延91人）
・お助け用品貸出事業（1,688件）

⑪生涯学習を進める
・地域出前講座（3地区77人）
・福祉教育実践校指定（小中高35校）
・福祉教育実践校連絡会（2回・110人）
・サマーショートボランティア
　（県ボランティア協会と共催27人）
・小学生ふれあい交流事業（11人）
・中学生ふれあい交流事業（7人）
・高校生ふれあい交流事業（26人）
・第15回社会福祉大会（550人）

・認知症家族介護者交流事業
笑顔のつどい北部会場（延78人）
笑顔のつどい南部会場（延44人）
笑顔のつどい合同（延26人）

・第15回掛川市ふれあい広場（2,500人）

⑤老いが活きる
・高齢者ふれあい・いきいきサロンの普及
・高齢者サロン75会場・複合サロン17会場
・老人福祉センターの管理運営（指定管理）
　老人福祉センター山王荘

利用者数（延11,887人）
趣味クラブ活動（26クラブ・延4,260人）
山王荘まつりの開催（719人）

　大須賀老人福祉センター
利用者数（延16,619人）
趣味クラブ活動
� （14クラブ・延2,463人）

・高齢者の生きがい活動拠点事業（受託）
利用者数（たまり～な・延17,557人）
趣味クラブ活動（37クラブ・延11,426人）

・シニアクラブ連合会活動支援（本部・支部）
3/5～ 3/31 新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為、老人福祉センター、
山王荘、大須賀老人福祉センター、た
まり～な 休館

・生きがい活動支援通所事業受託
掛川区域生きがいデイサービスセンター
� （20コース・延5,463人）
大東区域生きがいデイサービスセンター
� （11コース・延2,597人）
大須賀区域生きがいデイサービスセンター
� （4コース・延2,137人）
2/27 ～ 3/31 新型コロナウイルス感
染症拡大防止の為休止

⑥子どもが躍る
・おもちゃ図書館（832人）
・児童館管理運営（指定管理）
　大東児童館（延19,795人）

各種事業（10事業・延5,561人）
　大須賀児童館（延13,210人）

各種事業（11事業・延4,180人）
・掛川児童交流館事業受託
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～賛助会費加入のお願い～
　新規賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける方は、お手数ですが事務局まで
ご連絡いただければ幸いに存じます。会員・会費の増加は社協活動の基盤強化となります。ご
理解・ご賛同の輪が広がるよう、あわせてお願い申しあげます。

前年度も多くの皆さまにご協力いただきました。
ありがとうございました。

市民の
皆さまへ

よりよい地域福祉活動のため
ご協力をお願いします。

　掛川市社会福祉協議会は、「みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくり」を目指して、
各地域における地区福祉協議会の育成・支援や、福祉教育・ボランティア活動の推進な
ど各種福祉活動を実施し、地域福祉の推進に努めています。これらの活動は、市民の皆
さまから寄せられた会費、寄付金や市からの補助金、共同募金助成金などを財源として
おります。今年度も行政と協働し、地域の「福祉力」が向上するための活動を職員一丸
となって取り組んでまいります。皆さまのご理解と、ご協力をお願いいたします。

19,321,761円
　令和元年度　会費収入合計　

　市内居住世帯を対象としてい
ます。会費は区長会を通じてご
協力をお願いしています。

一般会員
一世帯 500円

　社協活動に賛同していただい
た個人・事業所・企業・法人等
に加入していただいています。

賛助会員
一口 1,000円

　社協活動に賛同していただい
た福祉施設・介護事業所等に加
入いただいています。

施設・団体会員
一口 2,000円

令和元年度会費収入

社協運営費・その他

福祉車輌・車イス貸出
等在宅福祉事業運営費

38.97%

6.66%

地域福祉協議会助成
金・地域福祉活動推
進特別助成金

福祉団体活動助成金

47.41%

6.96%

一般・施設・団体・賛助会費
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大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）
受付1階　TEL　48－5965

掛川児童交流館
（総合福祉センター　あいり～な3階）
TEL　24－0822 ／ 070-2632-8809

＊7月の開館状況（３館共通）
　午前の部 9：30～11：30　午後の部 13：30～16：00（午前の部終了後、職員が清掃・消毒を行います）

と　き：8月4日（火）、6日（木）、21日（金）、28日（金） 計4回
　　　　①10：00～10：30　②10：45～11：15　各回10人
ところ：大須賀児童館
対　象：幼児20人
持ち物：水筒、タオル、マスク、参加費1500円
申込み：来館・電話・メールにて受付ます。
＊�メールの人は、件名に「名前、えいご」と入
力し、送信してください。QRコードからも
メールアドレスを読み込むことができます。
✉�osuka@kakegawa-syakyo.or.jp

と　き：7/2（木）、9（木）、16（木）
　　　　11：00～11：15
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：未就園児とその保護者10組（先着順）
内　容：�手遊び、絵本・紙芝居等の読み聞

かせ
申込み：�各日、６日前から前日までに来館

または電話で申し込んでください。
＊保護者はマスク着用でお願いします。
＊�３密を避けるため他の親子と間隔をあけ
て座って頂きます。

※�交流館は各クラブの人数が多いため他
の行事やクラブは中止です。

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

・7月より各館で行事が始まります。詳細は各館へお問合せください。
・状況により内容を変更する場合があります。ご了承ください。

と　き：7/1（水）10：00～10：30
ところ：児童館 なかよしホール
内　容：はじめましての会
　　　　手遊び　出席カード作り
　　　　パネルシアター

ぱんだくらぶ０歳児（登録制）

と　き：7/7（火）10：00～10：45
ところ：児童館 なかよしホール
内　容：はじめましての会
　　　　手遊び　出席カード作り
　　　　パネルシアター

こあらくらぶ１・２歳児（登録制）

※どちらも登録料200円
問合せ先：大東児童館

と　き：7/2（木）２歳児� ９：30～10：15　
　　　　　　　　１歳児� 10：30～11：15　
ところ：老人福祉センター　大広間
対　象：登録者（当日来館でも受付可能）
内　容：季節の行事、手遊び、読み聞かせ

つくしんぼの広場 １・２歳児

と　き：7/8（水）10：00～10：30
ところ：児童館　図書室
対　象：登録者（当日来館でも受付可能）
内　容：手遊び、読み聞かせ　など

すくすく広場 ０歳児

※どちらも登録料100円
問合せ先：大須賀児童館

えいごであそぼう！
７月10日（金）　申込み受付開始

★�新型コロナウイルスの影響により行事や開館の日程を変更する可能性があります。詳細は各館のおたより、掛川市社会福祉協議
会のホームページ、掛川市子育て情報サイト「かけっこ」等で確認することができます。
★�行事等で撮影した写真は、館内での掲示、おたより、HP、Facebook等への掲載に使わせていただくことがありますので、ご了
承ください。支障がある方は職員までお申し出ください。

《大東児童館臨時職員募集 急募！》
勤務時間：月～土曜日　8：30～17：15
　　　　　（常勤：週休は日曜+シフト休）
勤務内容：行事の企画・運営、来館者の対応、事務作業など
　◎土曜勤務可能な方
　◎要資格（保育士/幼/小/中教員免許/社会福祉士いずれか）

明るく子ども好きな方、お待ちしています！
詳しくは社会福祉協議会・掛川児童交流館へお問合せください。

… 来館にあたって …
①�自宅で検温、体調チェックをし、個票に記入をしてから
来館してください。
　（個票が手に入らない場合は受付で記入をお願いします）
②�幼稚園児以上の子どもと保護者のマスク着用、受付での
手の消毒をお願いします。
③飲食は禁止です。(水分補給、授乳は可)
④�小学生以上の子は子どもだけで来館できますが、必ず保
護者の了承を得てから来館してください。
⑤状況により時間・人数制限をさせて頂きます。
＊�その他、開館時間や部屋の制限については各館のおたよ
りをご覧ください。新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためご理解ご協力をお願いします。

“アマビエキョーちゃん”の缶バッチができました
児童館休館中に作成した「こどもだよ
り」や塗り絵等のご褒美として１人１
個子どもたちにプレゼントします。販
売もしているので、欲しい人は各館の
受付で声をかけてください。

ふれあい遊びや、工作の紹介など交流館公式ラインで配信中
たくさんの方の友達追加ありがとうご
ざいます。
引き続き開館状況や行事の情報、タイ
ムラインでは動画も配信していきます。

マ・リンデ
ィ先生と

一緒に

おはなしの木（予約制）
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個人名のご紹介につきましては、ご本人様の了承を得て掲載させていただいています。

善意をありがとう

相談名 会場 相談日 時間

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ
※第二日曜は女性優先
※�登録は写真持参でご本人が
お越しください。

 2（日） 13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

 9（日）

16（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ

 7（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

21（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 14（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 28（金）

相談名 会場 相談日 時間

福祉総合相談
介護者相談
ボランティア相談

本所（22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
中部ふくしあ社協（28-8546）
西部ふくしあ社協（29-6192）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）
ボランティアセンター（24-6263）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

８
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和２年５月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊ユニー㈱アピタ掛川店
＊佐々木製茶㈱

●寄付物品
＊（故）伊藤治子（七夕飾り）　
＊鈴木学（マスク）　　＊魚寿（マスク）
＊鈴木陽帆・陽佳（手作りマスク）
＊掛川キューピーの会（玩具券）
＊匿名４件（消毒液、マスク、衣類、日用品）

次回は第一小地区の紹介です。お楽しみに♪

　当第三地区は中央１丁目、中央２丁目、中央３丁目、中央高町、十 
九首町、小鷹町、下俣町、十王町、瓦町、西町、研屋町の11町にて構
成されています。
　年間恒例の活動として、高齢者ふれあいの会「新春初笑い大会」、毎
月一回の「健康体操教室」と「見守りネットワーク活動」を柱とし、
折にふれ、中部ふくしあと共同の講座（「認知症サポーター養成講座」
など）も開催しています。
　また、中央小ゆうあいセンターでの子育てサロン、地域内各町（５
町）のいきいきサロンの活動支援も行っています。
　“支え合い、心豊かなまちづくり”を掲げて、「何でも手伝い隊」の
事業継続を推進し、「地域で出来る認知症対策」に取り組んでいる第三
地区まちづくり協議会と連携して、地域みんなで行う元気な福祉活動
をこれからも進めていきます。

～掛川第三地区福祉協議会～

◆認知症の家族を介護されている方のための◆

「笑顔のつどい」のご案内
北部：７月31日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：７月８日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３階・会議室

●寄付物品（フード）
＊田林たけよ（米）　　＊柴田貞雄（米）　　＊南部親の会（食品）
＊NPO法人とうもんの会（もち米）
＊匿名４件（菓子、加工食品、栄養調整食品、米）

●収集物
＊青山甫江　　＊髙橋春香　　＊沖一化工㈲　　＊㈱ギャバン
＊㈲平野建材　　＊インフラテック㈱静岡営業所
＊訪問看護ステーション大東　　＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三地区民生委員児童委員協議会　　＊十王いきいきクラブ
＊危機管理課　　＊匿名３件

第３期市民後見人養成講座 
事前説明会参加者募集

◦日時：８月６日（木） 午前の部 10：00～12：00
　　　　　　　　　　 午後の部 14：00～16：00
◦会場：掛川市総合福祉センター２階・教養会議室
◦締切：７月31日（金）
※受講希望者は事前説明会が参加要件になります。
【申込み・問合せ先】　生活支援係　☎22-1294

新春初笑い大会

健康体操
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