
貸出範囲：市内在住・在勤者で構成される団体が、地域福祉活動、地域福祉教育活動、
　　　　　ボランティア活動を行う際に貸出を行います。
　　　　　※毎月1日から6ヶ月後の予約可。1日が土日祝日の場合、翌開館日から予約可。
　　　　　ただし、自団体・グループの親睦等の目的で貸出を希望する場合、貸出希望日を除く
　　　　　10開館日前時点で他の予定がなければ貸出ができるものとします。
貸出期間：1週間以内
利 用 料：無料
【申込み・問合せ先】総務係　☎22-1294 または各ふくしあ社協

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、現在貸出を一時中止
しております。ご了承ください。

福祉お助け用品の利用について（お知らせ）

ラダーゲッター

ターゲットゲーム デジタルビンゴ

ころころダーツ
NEW!!

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

5月号
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――――  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 ――――



●９環境を見直す
✿ユニバーサルデザインの推進

ユニバーサルデザインの普及推進を図ります
✿外出支援の充実

車いすやリフト車の貸し出しをはじめ、外出活動を支
援します

✿環境日本一を目指したまちづくり
地域で取組まれる実践活動を支援します

●10地域活動をささえる
✿地区福祉協議会のネットワーク強化

地区福祉協議会連絡会と連携し活動を支援します
✿地区福祉協議会活動の充実

地域への助成や研修活動など、地区福祉協議会活動の
支援をおこないます

✿地区まちづくり協議会活動の充実
地区まちづくり協議会と地区福祉協議会との活動の連
携・協働を支援します

●11生涯学習を進める
✿学校発の福祉教育の充実

福祉教育実践校（全校）事業の推進・支援をおこない
ます

✿地域ぐるみの学びの場づくり
出前講座やセミナーなど、地域住民の福祉学習の場づ
くりや青少年の体験学習をおこないます

●12ボランティアのまちづくり
✿ボランティアの開拓・養成

ボランティアの育成や養成講座を実施します
✿ボランティア活動支援

ボランティアセンターを運営し、ボランティア活動の
支援をおこないます

✿多様な担い手との連携
NPOや広域な市民活動団体、企業等との連携を図りま
す

●13地域福祉推進体制の強化
✿包括ケアシステムの充実

ふくしあへの職員配置により社会資源の開発をおこ
ない、生活支援体制の整備を図ります

✿福祉関係機関との連携強化
さまざまな専門機関との連携により総合的な支援体制
の強化を図ります

✿社会福祉協議会の基盤強化
役職員の強化や財源の充実など、組織の基盤強化を図
ります

✿地区まちづくり協議会の中での地域福祉推進体
制の確立
協働のまちづくり活動における地域福祉の推進強化を
図ります

●14地域福祉の推進と評価
✿地区まちづくり計画の中での地域版の地域福祉
活動計画の策定
地区ごとにおける地域福祉活動計画の策定を支援します

✿地域福祉推進・評価体制の確立
第3次スマイルプランの最終評価と第四次計画策定をお
こないます

●15共同募金運動の推進
✿共同募金活動への協力

静岡県共同募金会がおこなう、共同募金・歳末助けあ
い募金への協力をします

✿共同募金助成事業の実施
共同募金助成金により、地域福祉事業の充実を図りま
す

✿歳末助けあい助成事業の実施
歳末援護の実施や、地域や福祉団体がおこ
なう福祉事業への助成をおこないます

こんな活動をします !
ちづくり」を目指してまいります
一般会計予算

支出総額　721,469 千円
単位：千円

項目 金額
❶法人運営に関する事業 98,666
❷高齢者の方に関する事業 78,460
❸障がいをもつ方に関する事業 90,854
❹子ども・青少年に関する事業 143,235
❺地域福祉に関する事業 115,002
❻生活支援に関する事業 54,333
❼ボランティア等に関する事業 11,832
❽その他（運転資金） 129,087

支出

❶法人運営に
　関する事業 13.7％

❷高齢者の方に
　関する事業 10.9％

❸障がいをもつ方に
　関する事業 12.6％

❹子ども・青少年に関する
　事業 19.9％

❺地域福祉に
　関する事業 15.9％

❻生活支援に関する
　事業 7.5％

❼ボランティア等に
　関する事業 1.6％

❽その他（運転資金） 17.9％
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●１安心をつなぐ
✿緊急時、災害時支援体制の確立

災害ボランティアグループとの連携強化を図ります
✿防災･減災、交通安全及び防犯対策の推進

災害時に向けた講座を開催します
✿災害時要援護者支援体制の強化

災害時要援護者支援体制の普及啓発を図ります

●２地域をつなぐ
✿ニーズ把握体制の確立

相談や在宅福祉活動からつかんだニーズを事業につな
ぎます

✿身近な支えあい体制の推進の強化
小地域福祉ネットワーク活動の
普及と推進の支援をします

●３情報をつなぐ
✿各種相談機能の充実

各種相談事業や善意銀行、生活困窮者自立支援など援
護事業をおこないます

✿情報提供活動の充実
社協だよりやホームページなど、さまざまな情報提供
活動をおこないます

✿権利擁護体制の充実
日常生活自立支援事業・成年後見制度利用支援などの
権利擁護支援をおこないます

✿児童発達相談員派遣事業の実施
発達支援の必要な児童・保護者への支援

●４人がつながる
✿多様な人々や世代をつなぐ交流活動の充実

介護者を支援するサロンや居場所の他、世代をつなぐ
ふれあい広場を開催します

✿障がい児（者）との交流活動の促進
障がい児（者）の余暇活動のためのサロンや、交流の
場づくりをします

●５老いが活きる
✿高齢者生きがい活動支援の充実

老人福祉センターの運営や、生きがい教室等の開催、
地域のシニアクラブ活動支援をおこないます

✿健康日本一を目指したまちづくり
生きがいデイサービスセンターを開催します

●６子どもが躍る
✿子どもが健やかに育つまちづくり

おもちゃ図書館やおやこたけのこ教室、児童館の運営
など、子どもの成長を支援します

✿地域で取組む子育て支援
学童保育所の受託や放課後等デイサービスの運営、障
がい福祉サービスや子育てサロンの推進支援など、子
育てを支援します

✿生活課題を抱えた親子の支援体制の強化
生活課題を抱えた子どもの生活支援や家庭支援をおこ
ないます

●７地域の財産を活かす
✿地域の伝統行事や歴史を学び伝えていく活動の
推進
地域で取り組まれる地域文化等の継承活動を支援しま
す

●８生活を潤す
✿生活支援サービスの充実

障害福祉サービス事業をおこないます
✿当事者組織の活動支援

精神障がい者や、介護者家族など、当事者の組織化や
活動支援をおこないます

✿新たな課題に対するサービスの創設と充実
ひきこもり者支援や家事支援など、新たな生活課題に
対する対応を充実します

✿生活困窮者対策の充実
生活困窮者の自立に向けた活動を支援します

2020年度　社協は
「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

2020年度

収入総額　721,469 千円
単位：千円

項目 金額
❶会費・賛助会費 19,000
❷市補助金 56,475
❸県社協・市受託金 331,760
❹共同募金配分金 19,326
❺寄付金 2,581
❻自立支援費等収入 64,815
❼その他収入 57,165
❽繰越金 170,347

収入

❹共同募金配分金 2.7％❺寄付金 0.4％

❻自立支援費
　等収入 9.0％

❼その他の
　収入 7.9％

❽繰越金 23.6％

❶会費・
　賛助会費 2.6％

❷市補助金 7.8％

❸県社協・市
　受託金 46.0％
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６月行事予定

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

2 火
A15：00

英語であそぼう
B15：50

3 水 10：00 ぱんだくらぶ（子育て相談）
9 火 10：00 うさぎ・こあらくらぶ

16 火
A15：00

ジャンプクラブ
B15：50

17 水 15：00 こども遊び隊
20 土 13：20 キッズクッキング

23 火 10：00
ぱんだ・うさぎ・こあらくらぶ
育児力UP講座

24 水 15：00 こども遊び隊

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

4 木 10：00 ふくしあ子育て相談
6 土  9：30 わくわくキッズ歴史探訪
13 土 13：30 一輪車クラブ

20 土
10：00 すくすく広場（パパ参加）
13：30 一輪車クラブ

25 木 10：00 つくしんぼ合同体操
27 土 10：00 クッキングクラブ

掛川児童交流館
（総合福祉センター（あいり～な）本館3階）

TEL　24－0822

日 曜
日 時間 行　　事

3 水 10：00 ちびっこ広場
10 水 10：00 にこにこたまご
11 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ
12 金 10：00 ち～ちゃいもんうさぎ
13 土 10：00 おもちゃ病院
16 火 10：00 にこにこベビー
17 水 10：00 ちびっこ広場

20 土
10：00 こどもくらぶアソビバ
13：30 こどもくらぶツクリバ

26 金 10：00 サロン・サークル情報交換会

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00 ～

手遊び・絵本の読み聞かせなど

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00 ～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

※５月に予定していた全ての行事は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました。
　６月に予定している行事も中止となる場合があります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

掛川児童交流館の公式ラインアカウントができました
児童館、交流館の開館状況、行事の実
施等については、掛川市子育て総合案
内サイト「かけっこ」で確認できます。・友達追加した人には、トークにて情報配信をします。

  （開館情報や行事の情報等）
・タイムラインではおもちゃ・本・遊びの紹介・
　事業の紹介などを配信します。
＊QRコードまたは下記アドレスから
　友達追加をお願いします。

…おうち時間を応援…
＊ 「保護者向け」「こどもむけ」に　“あそべる

おたより”を発行。
　 市・社協HPや徳育、市役所等に設置。希望

者には郵送します。
　各館にお問い合わせください。
＊ 社協HPの「キョーちゃんの部屋」
　には印刷して遊べるキョーちゃん
　塗り絵がいっぱい！

家庭保育中の保護者のみなさん、子育ての悩みや心配事、辛い気持ち
などお話してください。掛川児童交流館では市民向けの電話を設置し
ました。気軽にかけてきてくださいね。
対応時間：火～日（9：00～16：30）　☎070-2632-8809

※交流館のクラブに登録した人は必ず追加してください。
　6月以降のクラブの日程変更等は電話ではなくLINEで行います。
※こちらからの情報配信のみとなります。
※トーク画面での質問やコメントには返信しません。

https://qr-official.line.me/sid/M/882cgems.png

 
小学生は自分で申込みしてね。 

※休む時は前日までに連絡してください。

おもちゃ図書館
　かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
　障がいの有る無しを問わずおもちゃを通
して交流を深め、みんな一緒に遊ぶ場です。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

★活動時間・内容等変更する場合がありますので、毎月の「児童館だより」・「交流館だより」をご覧ください。
　（※掛川市社会福祉協議会のホームページからも児童館・交流館だよりをご覧いただけます。）
★申込み・内容については各館にお問い合わせください。
★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。

6月は…

 21日(日)
 10:00～15:00
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日　時　6月7日（日）9:30～12:00
場　所　総合福祉センター（掛川910-1）　
内　容　 障がいについてのお話、障がいのあ

る方とのボッチャなどを通じた交流。
　　　　※詳細はお問い合わせください。
持ち物　筆記用具、体育館シューズ、飲み物
対　象　市内中学生・高校生（定員10名）

行き 帰り

8:30 大須賀支所 12:00 総合福祉
センター

8:45 大東支所 12:30 大東支所

9:15 総合福祉
センター 12:45 大須賀支所

体験実施期間：8月1日（土）～30日（日）
　　　　　連続４日間以上（原則）
募集期間：5月14日（木）～6月19日（金）
内　　容：�社会福祉施設等でのボランティア体験活動
対　　象：中学生～社会人
参 加 費：1,000円（資料代等）
事前研修会：7月25日（土）14:00～16:00
会　　場：生涯学習センター2F　第4会議室

今後の進路や生き方を考えるきっかけとして、福祉施設等へのボランティアに参加
してみませんか？

中高生ふれあい交流事業

ボッチャでふれあい

【申込み・問合せ先】
地域福祉係（担当：馬淵･小柳･萩原）☎22-1294

ボランティア連絡協議会加入団体募集
　掛川市ボランティア連絡協議会では、市内のボランティア団体の交流・情報交換を目的と
して、グラウンドゴルフ交流会や市内ボランティア団体との交流事業や活動団体への助成事
業等を実施しています。
　ボランティア連絡協議会に入って団体同士の横のつながりを作りませんか？

【申込み･問合せ先】
　地域福祉係（担当：萩原・小柳・馬淵）　☎22-1294

<本部>
・グラウンドゴルフ交流会
・掛川市ボランティアのつどい
・ふれあい広場参加
・ボランティア研修会参加
・湯ったり学習会

<掛川支部>

・研修会
・レクリエーション交流会
・交流館祭り参加

<大東支部>

・大東児童交流館祭協力
・大東市民交流センター
　バザー参加

☆会費：会員数×100円

第39回サマーショートボランティア

ボランティアセンターからのお知らせ
総合福祉センター（あいり～な）内　TEL：24-6263　FAX：23-3319

募集

募集

募集

ボランティア
活動証明書も出るよ♪

【申込み・問合せ先】
静岡県ボランティア協会
☎054-255-7357
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第16回掛川市ふれあい広場
協力企業募集

社会貢献をはじめるきっかけとして、
「ふれあい広場」に参加してみませんか？

日　時：令和2年10月18日(日) 10：00～14：30
会　場：掛川市生涯学習センター

こんな方法でご協力いただけませんか？

ふれあい広場は、誰もが気軽に参加できる福祉のイベントです。
住民が「福祉」に関する学びや体験をする場、地域に住む人と人との出会いの場を提供
することを目的に毎年開催しています。ボランティア団体、福祉施設、企業など、50
団体ほどが集まりそれぞれの活動紹介を行います。
その他にも福祉体験、簡単工作、授産製品販売など、趣向を凝らしたブースがあり、福
祉について楽しく学ぶことのできる場を参加団体の皆さんとともに提供していきます。

① ボランティア
前日準備、当日の運営をお手
伝いしてくださる方を募集し
ています。

② 掲示物の提供
「企業の社会貢献コーナー」
を設置しています。
貴社で実施されている活動を
地域の皆さんに紹介してみま
せんか。

③ 寄付金・寄付物
寄付金や来場者の景品を
募集しています。

【例】ジュース、お菓子、文
房具、玩具、
防災グッズなど

【申込み・問合せ先】
地域福祉係（担当：小柳･馬淵･萩原）☎22-1294

企業や労働組合の皆様の協力で掛川市に元気を！！
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次は佐束地区の紹介です。お楽しみに♪

　各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付を
行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
　本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯
以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特
例貸付を実施します。
　特例貸付の具体的な内容や貸付のご相談は、下記までお問合せください。

【緊急小口資金】 
一時的な資金が必要な方［主に休業された方］

【総合支援資金（生活支援費）】 
生活の立て直しが必要な方［主に失業された方］

★一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

　大渕地区は遠州灘の碧い海と緑あふれる小笠山の豊かな自然に囲まれた心和らぐ地区です。9
つの小区から構成され、人口は約3300人です。
　福祉委員会では、主に同じ町に生活する住民同士の助け合い・支え会いの活動に取り組んでい
ます。具体的には、支援を必要としている方に対して行う「見守り声掛け訪問」、閉じこもり防
止や介護予防にも繋がる「高齢者サロンわかばの会」
和やかな雰囲気でくつろぐ「ふれあい昼食会」、子ども
と高齢者の交流の場としての「世代間交流合同サロン」
お茶を飲みながらお喋りやゲームを楽しむ「小地域い
きいきサロン」を開催しています。
　こうした活動は主に福祉委員・民生委員・ボランティ
ア合わせて68名で協力しながら取り組んでいます。ま
た、福祉への関心を高めてもらうため小区ごとに毎年
「福祉懇談会」も開催しています。

～大渕地区福祉委員会～

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ

【申込み・問合せ先】
生活支援係　（担当：藤田･春田･蒋野･森下）☎22-1294
受付：月曜日～金曜日　8:30～17:15　

特例措置

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、休業等により収入の減少
や失業等により生活に困窮し、日
常生活の維持が困難となっている
世帯

貸付上限
（2人以上）月20万円以内
（単身）　　月15万円以内
貸付期間：原則3月以内

据置期間 1年以内
償還期限 10年以内
貸付利子 無利子

特例措置

貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、休業等により収入の減少
があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限
10万円以内

（学校等の休業等の
特例20万円以内）

据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
貸付利子 無利子 一緒に考えましょう

是非、ご相談ください 注）総合支援資金（生活支援費）については、原則、自立相談支援
事業等による継続的な支援を受けることが要件

※ 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税
非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
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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。

 7（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

14（日）

21（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

 5（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

19（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 12（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 26（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

６
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和２年３月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊国沢浩道　＊夢グループ　＊ユニー㈱アピタ掛川店　
＊桜が丘中学校　＊掛川東高等学校

●寄付物品
＊㈲イナリ（茶葉）
＊駄菓子屋横さんち㈱リツアンSTC（駄菓子）
＊匿名5件（お茶、マスク他、自転車）

●寄付物品（フード）
＊柴田貞雄（米）　＊萩原利幸（レトルト食品）
＊匿名4件（缶詰、米、食料品、食用油）

●収集物
＊牧野惠子　＊松浦昌子　＊鈴木治美　＊近藤光博　＊鈴木英子　
＊リベロ大東店　＊㈱ギャバン　＊㈲イナリ　＊沖一化工㈲　
＊おけや食堂　＊くにやす苑　＊特別養護老人ホーム掛川福祉ノ郷　
＊掛川市勤労者協議会　＊戸塚書道教室　
＊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
＊第五地区民生委員児童委員協議会　＊十王いきいきクラブ　
＊大渕幼稚園　＊すこやか子ども園　＊千浜幼稚園PTA　＊城北小学校
＊中部ふくしあ　＊大東ふくしあ　＊大須賀ふくしあ　
＊生涯学習推進課　＊福祉課
＊匿名５件

◆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：５月29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：５月13日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３F　ミーティングルーム

　掛川市社会福祉協議会が行っている福祉サー
ビス等の苦情について下記の体制で対応させて
いただきます。ご遠慮なくお申し出下さい。
●苦情解決責任者　寺田雅志（社協事務局長）
●苦情受付担当者　松井洋治（社協事務局次長）
●第三者委員（３名）
　　朝比奈　仁　（☎62-2468）
　　伊藤　達　　（☎48-2651）
　　溝口　宜弘　（☎24-5527）※かけがわ苑内
　苦情は、来所・電話・書面などにより苦情受付担
当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接
苦情を申し出ることもできます。（匿名可）
申出人と誠意をもって、話し合い、解決に努めます。
【問合せ先】☎22-1294　FAX23-3319

新型コロナウイルス感染者拡大防止のため
の事業等の延期・中止について
　新型コロナウイルス感染者拡大防止の為、本
誌掲載の事業等を延期又は中止する場合がござ
います。
　各事業の詳細は社協ホームページを御確認く
ださいますようお願い申し上げます。

あなたの声を聞かせて…

◎年会費：1,000円
＜活動内容＞
　①「介護者つうしん」の発行（年4回）
　②介護者交流会（年1～2回）
　③介護者についての勉強会（年1～2回）
　④介護者のつどい【リフレッシュ旅行】（年1回）
　⑤施設見学（年1回）
　⑥男性介護者の料理教室（年1回）
【申込み・問合せ先】　
中部ふくしあ（担当：小関）☎28-8546

　在宅でご家族を介護されている方や介護の経
験があり、「在宅介護者の会」の活動を支援し
て下さる方・団体が対象です。

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の為
　しばらくの間中止させていただきます。

募集 在宅介護者の会　入会のご案内
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社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

　車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、福祉活動の支
援に活用させていただいています。
　なお、税法上寄附金となり、税金の控除の対象となります。
ご協力お願いします。


