
放課後等デイサービスセンターとは、心身に障がいを持った子どもたちが放課後および長期休暇を楽しく過ごす場所です。

放課後等デイサービスセンター
『みなみかぜ』
春休みにいろいろな活動をしたよ♪

キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
掛川市掛川 910-1

総合福祉センター（あいり～な）本館２階
TEL ２２－１２９４
FAX ２３－３３１９

南部大東ふくしあ
社会福祉協議会
掛川市三俣620
市役所大東支所１階
TEL ７２－１１３５
FAX ７２－６６７７

南部大須賀ふくしあ
社会福祉協議会
掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
TEL ４８－５５３１
FAX ４８－１０１３

ホームページ　http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

申込み・問合せは
こちらまで

５月号

No.92

平成25年５月１日発行

社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

――――  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
広域タウンモビリティの推進

車いすやリフト車の貸し出しのほか、外出支
援を検討していきます
住みよい地域環境づくり

地域実践活動の支援をします

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
地区福祉協議会の取り組み支援をおこないま
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、地区福祉活動
の支援をおこないます

⑪生涯学習を進める

学校発の福祉教育への支援
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
ボランティア入門講座、養成講座などを開催
します
ボランティア活動への支援

ボランティアセンターを運営し、さまざまな
ボランティア活動の支援にあたります
多様な市民活動との連携

NPOや福祉以外の市民活動との連携を図ります

⑬地域福祉推進体制の強化

福祉関係機関の連携強化
ふくしあへの職員配置や、子育て支援セン
ターなど関係機関との連携を図ります
社会資源の見直しと活用

地域のさまざまな社会資源の発掘と活用を図
ります
社会福祉協議会の基盤強化

経営強化委員会の開催などにより、組織の基
盤強化を図ります

⑭地域福祉の推進と評価

地域福祉推進体制の確立
推進委員会の運営とともに、地域における地
域福祉活動計画策定の支援をします
地域福祉評価体制の確立

地域福祉活動計画の評価・見直しをします

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
事業への助成をします

こんな活動をします!
ちづくり」を目指してまいります
度　予算

支出総額　574,098千円
単位：千円

項目 金額
❶法人運営に関する事業 24,608 

❷高齢者の方に関する事業 136,483 

❸障がいをもつ方に関する事業 68,626 

❹子ども・青少年に関する事業 108,055 

❺地域福祉に関する事業 93,315 

❻生活支援に関する事業 25,851 

❼ボランティア等に関する事業 10,464 

❽その他（運転資金） 106,696 

支出

❶法人運営に
　関する事業 4.3％

❷高齢者の方に
　関する事業 23.8％

❸障がいをもつ方に
　関する事業 11.9％

❹子ども・青少年に関する
　事業 18.8％

❺地域福祉に
　関する事業 16.3％

❻生活支援に関する
　事業 4.5％

❼ボランティア等に関する
　事業 1.8％

❽その他（運転資金） 18.6％
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①安心をつなぐ

緊急時・災害時の支援体制の確立
災害時に向けた講座を開催します
防災・減災、防犯対策の推進

災害ボランティアグループとの連携強化を図
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
業につないでいきます
身近な支えあい体制の推進

小地域福祉ネットワークの
普及と推進の支援をします

③情報をつなぐ

相談機能の充実
各種相談事業や善意銀行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・成年後見制度利用の
支援、苦情対応をおこないます

④人がつながる

多様な人々の交流活動の充実
障がい児・者のサロンや介護者支援、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、
交流の場づくりを支援します

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受託や、生きがい教室等
の開催のほか、地域の高齢者サロンの推進支
援をおこないます
介護予防事業の充実

生きがい活動支援通所事業・生活管理指導員
派遣事業を実施します

⑥子どもが躍る

子ども支援
おもちゃ図書館や児童館の運営など、子ども
の成長を支援します
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、子育てサロンの
推進支援など、子育てを支援します

⑦地域の財産を活かす

ひと・もの・歴史の再発見
地域で取り組まれる地域文化等
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
介護保険事業・障がい福祉サービス事業など
をおこないます
当事者組織の活動支援

精神障がい者の組織化、在宅介護者の会の支
援や当事者団体の活動支援をおこないます

平成25年度　社協は
「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

平成2５年

収入総額　574,098千円
単位：千円

項目 金額
❶会費・賛助会費 20,110 

❷県・市補助金 65,951 

❸県・市受託金 253,208 

❹共同募金配分金 17,336 

❺寄付金 3,000 

❻介護保険収入 56,645 

❼自立支援費等収入 37,937 

❽その他の収入 19,273 

❾繰越金 100,638 

収入

❹共同募金
　配分金 3.0％

❺寄付金 0.5％

❻介護保険
　収入 9.9％

❼自立支援費
　等収入 6.6％

❽その他の
　収入 3.4％

❾繰越金 17.5％ ❶会費・
　賛助会費 3.5％
❷県・市
　補助金 11.5％

❸県・市
　受託金 44.1％
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アニメ漫才・日本一のデジタルエンターテイメント！
アキラボーイがやってくる！！
　 玉入れ大会・のりものサーキット・
　 あそびのコーナーもあるよ
と　き：5 月12日（ 日 ）10：00～12：00　　
ところ：掛川児童交流館・福祉活動館
対　象：どなたでも（申込み不要）  
※詳しい内容は５月の交流館だよりを
　ご覧ください。
問合せ先：掛川児童交流館
　　　　　☎24-0822

子どもフェスタ

と　き：６月15日（土）・８月29日（木）
　　　　10：00～11：00
ところ：浜野地区の畑
対　象：幼児（年少～年長）親子５組 
　　　　※定員になり次第締切
　　　　（全日程参加できる子に限ります）
内　容：サツマイモやスイカを苗から育ててみよう！
　　　　（楽しい収穫体験付）

※４・６月は農業体験クラブの子たちと一緒に活動するよ！
参加費：500円
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

わくわく農業体験

ワクワク！ドキドキ！そ～っと　そ～っと集中して！
カップブロック大会もやります!!

と　き：５月25日（土）10：00～11：30
ところ：掛川児童交流館２Ｆ共用会議室
対　象：小学１～６年生　20名
内　容：カップの形をしたブロックを並べたり重ねたりして楽し

みます。後半は、誰がたくさん積み上げるか競争します。
申込み：５月11日（土）9：00～受付
　　　　掛川児童交流館　☎24-0822

小学生広場『カップブロックであそんじゃおう』

と　き：６月５日（水）10：00～11：00（当日受付9：45～）
ところ：大須賀児童館　遊戯室
対　象：４ヶ月～１歳６ヶ月をもつ親（6/1現在）　　 
内　容：はじめましての会
　　　　　　　育児についてのお話　　　　　
申込み・問合せ先：大須賀児童館 ☎48-5965

すくすく広場

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）

TEL　48－5965

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 日 曜

日 時間 行　　事 日 曜
日 時間 行　　事

5 水 10:00 こあらくらぶ 5 水10:00 すくすく広場 1 土 10:00 けん玉の日

6 木 10:00 うさぎくらぶ
7 金

10:00 親子の広場 2 日 10:00 サンデーパパ

12 水 10:00 らっこくらぶ 11:00 お話の広場 5 水 10:00 ママとちびっこ広場

13 木 10:00 リズムランド 12 水 10:00 リズムの広場
8 土

10:00 手作りクラブＡ

15 土
10:00 農業体験クラブ

わくわく農業体験合同 15 土
10:00 ＯＳＫあそびクラブ 13:30 手作りクラブＢ

13:30 キッズクッキング 13:30 一輪車クラブ 13 木 15:00 作ってあそぼう

22 土
10:00 なんでも体験クラブ 19 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 19 水 10:00 ママとちびっこ広場

14:00 大ちゃん先生と体操遊び 20 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 20 木  9:45 ち～ちゃいもんひよこ１歳児

26 水 10:00 にこにこタイム
22 土

10:00 スポーツチャレンジクラブ 21 金  9:45 ち～ちゃいもんうさぎ２歳児

13:30 クッキングクラブ
5/18（土）　９時受付開始 23 日 10:00 体育館であそんじゃおうクラブ

28 金 10:00 ボディケア教室

29 土 10:00 小学生広場
掛川キューピーおもちゃ図書館

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。

参加者募集中！

申込制 受付中

参加
賞もあるよ

4

かけがわ社協だより　平成25年５月号

６月
行事予定

大東
児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

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」または、児童館ホームページを
ご覧ください。（※「e-じゃん掛川」から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。
行事等で撮影した写真は、交流館内での掲示、おたより、ＨＰ等への掲載に使わせていただくことがあります。
ご了承ください。また、支障がある方は職員までお申し出ください。
申込み・内容については各館にお問合せください。

６月は…
16日㈰
10：00～15：00



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

開催日　①７月２日（火）　 ②７月13日（土）　 ③７月16日（火）　※全３回日程
①・③　昼の部………13：30～15：30（受付13：00～）
　　　　夜の部………19：00～21：00（受付18：30～）
　②　　昼・夜とも　10：00～14：00（受付  9：30～）

会　場　掛川市総合福祉センター
内　容　ボランティアの基礎知識・交流会など
参加費　300円（飲み物・おやつ・保険込み）
定　員　25名　※定員になり次第締め切り
持ち物　弁当（※２日目のみ）
主　催　掛川市社会福祉協議会
問合せ・申込み　本所　☎22-1294（担当：春田・松浦）

体 験 実 施 期 間　８月１日（木）～31日（土）の連続４日間
募 集 期 間　５月20日（月）頃～６月20日（木）（消印有効）
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30日（火）　14：00～16：00
会　　　　　場　総合福祉センター２F　共用会議室
問合せ・申込み

　　　　静岡県ボランティア協会　TEL： 054-255-7357　FAX： 054-254-5208

開催日　６月２日（日）　9：30～12：00（受付9：00～）
会　場　掛川市総合福祉センター
参加費　100円（保険代）※当日集金
締切り　５月29日（水）
・クラブ・ボールは主催側で用意します。お持ちの方は持参ＯＫ。
・開催方式は８ホール×２ゲーム。ルールについては、
　ふれあいカップ独自のルールを採用します。（当日説明）
・雨天の場合は同敷地内、福祉活動館にて、スカットボール・輪投げ・フライングディスク

などに変更して開催します。
主　催　掛川市社会福祉協議会
協　力　掛川市身体障害者福祉協会、掛川市ボランティア連絡協議会
問合せ・申込み　本所　☎22-1294（担当：春田）

第32回サマーショートボランティア参加者募集

みんなで、お茶しない？
ちょっと楽しい　初級ボランティア講座参加者募集

障がい者とのふれあい交流事業　　グラウンドゴルフ大会
「第6回ふれあいカップ」参加者募集
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ボランティアに関する相談・問合せは　ボランティアセンター・大東ふくしあ社協・大須賀ふくしあ社協まで



募集

本
所
（
３
台
）

バネット（AT車）

・乗車定員　6人
・車椅子２台収容可
・スロープ式

ＡＺワゴン（AT車）

・乗車定員　３人
・車椅子１台収容可
・スロープ式
※同タイプ車両が
　もう1台あります。

大
東
（
２
台
）

ハイエース（AT車）

・乗車定員　８人
・車椅子２台収容可
・ストレッチャー１台
・リフト式

エヴリィ（AT車）

・乗車定員　４人
・車椅子１台収容可
・スロープ式

大
須
賀
（
１
台
）

ワゴンＲ（AT車）

・乗車定員　３人
・車椅子１台収容可
・スロープ式

問
合
せ
先

本所　生活支援係
　　　☎２２- １２９４（担当：岩崎）
大東ふくしあ社協
　　　☎７２- １１３５（担当：佐藤）
大須賀ふくしあ社協
　　　☎４８- ５５３１（担当：岩瀬）

第９回掛川市ふれあい広場実行委員・協力企業募集

福祉車両の貸出をしています
・医療機関の通院、ショートステイの送迎、買い物・家族行事等でご利用いただけます。
・予約については各窓口で申請をしてください。仮予約については電話でも可。
・初回の申請時のみ運転免許証をご提示ください。
・利用料は原則（他条件あり）無料です。

実行委員募集
　「ふれあい広場」は掛川市内で活動する福祉
団体や福祉施設・作業所などの普段の活動を
知ってもらったり、人と人との関わりの「きっ
かけづくり」の場です。そんな「ふれあい広
場」を、一から企画するのが「実行委員」です。
あなたも企画する側になり、楽しいふれあい広
場をつくりあげてみませんか？
 お待ちしています！
開催当日：10月20日（日）
協力日：当日に向けて毎月２～３回程度の

実行委員会（初回会議７月９日）
時　間：火曜日　19：30～21：00
会　場：総合福祉センターあいり～な２階
問合せ：本所　☎ 22-1294（担当：松浦幸代）

協力企業募集
企業の社会貢献・新入社員の研修の場に

　前日準備から当日スタッフ、たくさんの企業
の方からご協力をいただきました。参加団体か
らお礼の言葉や、来場者から「企業の力は大き
いね」と、嬉しい言葉をいただきました。今年
も、企業の皆さまには、実行委員としての参画、
前日や当日のみのお手伝い、大会での配布物品
の寄贈など、さまざまな形でのご協力をお願い
しています。是非、ご連絡をください！
問合せ：本所　☎22-1294（担当：春田）
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次は西南郷地区の紹介です。お楽しみに♪

原谷地区福祉協議会
　私たち原谷地区福祉協議会は、平成10年から活動して15周年を
迎えます。地域における福祉に関心を持つ住民が、相互に協力し
て地域福祉の向上を目指して活動しています。子育て支援事業と
しては『親子ふれあいの部屋』を毎月４回開催、また原谷小学童
保育所も運営をしています。高齢者支援事業としては「ふれあ

い・いきいきサロン」を各地区で公
会堂を借用し、工夫し楽しく開催し
ています。この他にも、昼食宅配事業として一人暮らしの方（77
歳以上）に年３回調理ボランティアの作った温かいお弁当をお配
りしています。おやじ料理教室は調理ボランティアが指導員とな
り年２回開催しています。

掛川児童交流館『サンデーパパ』参加者募集
　交流館の「サンデーパパ」は子どもと一緒に遊びを楽しんじゃおう！をテーマに、月１回お父さん
を中心に子ども達や家族と一緒に楽しめる活動をします。親子や家族で参加し、お父さんの仲間をつ
くりましょう。

５月のサンデーパパの活動
「掛川児童交流館　子どもフェスタ」に参加します。
※「子どもフェスタ」の詳しい内容は5月の交流館だよりをご覧ください。

日　時：５月12日（日）10：00～12：00
場　所：福祉活動館（体育館）、児童交流館
内　容：玉入れ大会参加・アニメ漫才「アキラボーイ」のパフォーマンスを観覧

申込み・問合せ：掛川児童交流館　☎24-0822
※６月以降も毎月１回ごと募集します。その都度お申込みください。

交流館では、年齢や職場の枠を超え地域でつながるお父さんを応援しています。

○総会・講演会のお知らせ
日時：５月24日（金）13：30～15：30
会場：徳育保健センター 2階
　　　徳育ホール
内容：「これからの認知症ケアを考える
　　　　～現場からのメッセージ～」
講師：介護福祉士　和田行男 氏

NHK番組 プロフェショナル 仕事の流儀
「闘う介護、覚悟の現場」に出演

申込締切：5月14日（火）

○在宅介護者の会入会のご案内
対　象：家庭で、寝たきりの方や認知症などの高齢

者を介護している方。介護経験があり「介護
者の会」の活動を支援してくださる方・団体

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【支部別】（年１～数回）
③介護者についての学習会（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総会・講演会どうぞ、お気軽にお問合せください。

申込・問合せ先：大東ふくしあ社協
　　　　　　　　☎72-1135（担当：角替）

平成25年度　掛川市在宅介護者の会

おやじ料理教室

『親子ふれあいの部屋』

参加者募集
中!!
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ふくしの　　　知識

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）

※初回登録時は写真持参
※第2日曜日は女性のみ

2（日） 13：00
～

15：30
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）

7（金）
13：00

～
16：00

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）

子 育 て・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 14（金）

9：00
～

12：00
介 護 相 談 本所（22-1309）

月～金
（祝日を

除く）

9：00
～

17：00

ボランティア
相 談

ボランティアセンター（24-6263）
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）

福祉総合相談 東部ふくしあ社協（23-4720）
本所（22-1294）

大東ふくしあ社協（72-1135）
大須賀ふくしあ社協（48-5531）子育て相談

６ 月の相談日のご案内

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。

◆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
５月31日（金）13：30～ 15：00
あいり～な２階・小会議室

善意をありがとう
（平成25年3月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊久道照子　＊掛川市歌謡連盟
＊匿名2件

●寄付物品
＊中村貴志（玩具）　＊久保田たつ江（タオル他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名１件（紙おむつ）

●収集物
＊高橋春香　＊久道照子　＊スルガ銀行　
＊㈱ギャバン静岡工場　＊掛川市勤労者協議会　
＊川原町区　＊下俣南寿会
＊睦浜幼稚園PTA　＊横須賀幼稚園PTA
＊土方幼稚園PTA　＊大渕幼稚園
＊掛川市立総合病院
＊匿名３件

●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊日坂小学校
＊60才の集い実行委員会

募集
『なつかしの歌を歌おう』

生　徒　募　集
なつかしの昭和の歌や童謡を、楽しく歌いましょう。

対象：市内在住60歳以上の方

たまり～な会場（和室）

開 催 日 6/17、7/1、7/22（月）

時 間 13：30～15：30

定 員 30人

参 加 費 500円（資料コピー代）

持 ち 物 筆記用具、飲み物

申込み・問合せ

高齢者生きがい活動拠点事業事務局
たまり～な内　☎24-2754
（火曜・日曜・祝日休）

５月５日～５月11日は児童福祉週間です。
『児童福祉週間』とは・・・
　子ども達がいきいきと元気に幸せに育つため
にはどうしたらいいかということを国民全体で
考えることを目的に、またこのような考え方を
たくさんの人に知ってもらうために毎年５月５
日の「子どもの日」から一週間を「児童福祉週
間」としています。
　期間中は全国各地で子どもにちなんださまざ
まな行事が実施されます。

掛川市社会福祉協議会では
下記の行事を開催します。

★大東・大須賀児童館　子どもフェスタ
日時：５月11日（土）　10時～13時
場所：大東児童館
★掛川児童交流館　子どもフェスタ

日時：５月12日（日）　10時～12時
場所：掛川児童交流館　福祉活動館

※詳しいことは各館の５月号のお便りをご覧ください。
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