
　「ほっとほっとサロン」は、精神に関わる障害がある方の余暇活動を支援する目的で、平成14年から始まりました。
作業所や授産所が休日になる土曜日を利用しての活動です。それぞれの体調に合わせてのんびりするもよし、おしゃべ
りするもよし、調理やレクリエーションの腕を発揮するもよし！ほっとする１日、誰でも参加できます！ぜひ、ご参加
ください！

南会場：大須賀老人福祉センター 第２土曜日１０：００～１４：３０  大須賀ふくしあ４８－５５３１
北会場：掛川市つくし会館　　　 第３土曜日１０：００～１４：３０  掛川市社協本所２２－１２９４

ほっとほっとサロン

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
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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
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

役職員の強化と会費の充実など、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・見直しの支援をします

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　605,862千円
単位：千円

項目 金額
❶法人運営に関する事業 27,238

❷高齢者の方に関する事業 138,929

❸障がいをもつ方に関する事業 150,271

❹子ども・青少年に関する事業 111,149

❺地域福祉に関する事業 106,222

❻生活支援に関する事業 24,939

❼ボランティア等に関する事業 12,044

❽その他（運転資金） 35,070

支出

❶法人運営に
　関する事業 4.5％

❷高齢者の方に
　関する事業 22.9％

❸障がいをもつ方に
　関する事業 24.8％

❹子ども・青少年に関する
　事業 18.4％

❺地域福祉に
　関する事業 17.5％

❻生活支援に関する
　事業 4.1％

❼ボランティア等に関する事業 2.0％
❽その他（運転資金） 5.8％
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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26年度　社協は
「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

平成26年

収入総額　605,862千円
単位：千円

項目 金額
❶会費・賛助会費 18,830

❷県・市補助金 69,923

❸県・市受託金 269,875

❹共同募金配分金 17,068

❺寄付金 3,000

❻介護保険収入 52,009

❼自立支援費等収入 39,517

❽その他の収入 19,736

❾繰越金 115,904

収入

❹共同募金
　配分金 2.8％

❺寄付金 0.5％

❻介護保険
　収入 8.6％

❼自立支援費
　等収入 6.5％

❽その他の
　収入 3.3％

❾繰越金 19.2％ ❶会費・
　賛助会費 3.1％
❷県・市
　補助金 11.5％

❸県・市
　受託金 44.5％
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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）

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

11 水 10:30 らっこくらぶ 4 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 4 水 10:00 ちびっこ広場

12 木 10:00 リズムランド 5 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 12 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ（1歳児）

14 土
10:00 農業体験クラブ

6 金
10:00 親子の広場 13 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ（2歳児）

13:30 ダンスクラブ（アイク） 11:00 お話の広場 15 日 10:00 ハンドメイドクラブA

19 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ
14 土

10:00 わくわくキッズクラブ 18 水 10:00 ちびっこ広場

21 土
14:00 体操遊び（１年生）土方小 13:30 一輪車クラブ 21 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ小学生広場

15:30 体操遊び（２～６年生）土方小 18 水 10:00 つくしんぼ１・２歳児合同
22 日

10:00 わくわく広場（公園であそぼう）

25 水 10:00 にこにこタイム 26 木 10:00 すくすく広場 13:30 ハンドメイドクラブＢ

28 土 13:30 キッズクッキング 28 土 13:30 クッキングクラブ５/24（土）15時受付開始 24 火 15:00 作ってあそぼう

29 日 10:00 サンデーパパ

おもちゃ図書館

と き：５月17日（土）13：30～15：30
ところ：大須賀中央公民館　３F　調理室
対　象：小学生　20名（申込制）　自分で申し込んでね！
内　容：グリーンティーケーキ
持ち物：参加費100円・エプロン・マスク・三角巾
　　　　ふきん２枚・手ふきタオル・タッパー・飲み物
　　　　＊休む時は、必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
申込み問合せ先：大須賀児童館　　　☎48－5965

パパと公園であそぼう！（雨天中止）
と き：５月25日（日）　10：00～11：30
ところ：22世紀の丘公園（たまり～な）
対　象：３歳～未就学児親子　10組
内　容：公園で、かけっこや鬼ごっこをして親子みんなで
　　　　あそびます。宝さがしもやるよ！
持ち物：運動できる服装・水筒・タオル
申込み問合せ先：掛川児童交流館� ☎24－0822

クッキングクラブ サンデーパパ

と き：５月17日（土）10：00～12：00
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学１～６年生　20名
内　容：プチパンDEサンド
持ち物：参加費100円・エプロン・マスク・三角巾
　　　　ふきん２枚・手ふきタオル・タッパー・水筒
申込み：先着順になります。自分で申し込んでね。
申込み問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング
大東・大須賀児童館
と き：５月10日（土）
 10：00～14：00
ところ：大須賀児童館
　　　　老人福祉センター
内　容：�縄跳びパフォーマンス

ショー・読み聞かせ・
食べ物コーナー

申込み・問合せ：
大須賀児童館� ☎48－5965

児童交流館　　
と き：５月11日（日）
 10：00～11：00
ところ：総合福祉センター
　　　　（福祉活動館）
対　象：どなたでも
内　容：マジック・ジャグリ

ングショー
申込み：４月19日（土）9：00～
申込み・問合せ：
児童交流館� ☎24－0822

こどもフェスタ

ア
ー
ト
オ
ブ
フ
ッ
ト

　
　
　
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
！
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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。

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。
（※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、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。

６月は…
15日㈰
10:00～15:00

６月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



ふれあい交流レクリエーション大会

♪居場所、いい場所、いい関係♪

第33回サマーショートボランティア

障がい者とのふれあい交流事業

簡単ルールで、初めての方でも楽しめます♪

サマーショートへのチャレンジは、発見と成長のチャンスです。

平成26年度高齢者サロンボランティア研修会

開 催 日　　６月29日（日）9:30～12:00（受付9:00～）
会　　場　　掛川市総合福祉センター　福祉活動館
内　　容　　①スカットボール　②ラージボール卓球　③フライングディスク　④ボッチャ
定　　員　　50人
募集期間　　５月15日（木）～６月13日（金）
主　　催　　掛川市社会福祉協議会　掛川市ボランティア連絡協議会
協　　力　　掛川市教育委員会

　申込み・問合せ先　本所　☎22-1294（担当：片岡・小関）

体験実施期間　　８月１日（金）～30日（土）の連続４日間
募 集 期 間　　５月19日（月）～６月19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（水）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

高齢者サロンのボランティアを考えている方、必見！！
サロンボランティアの初心者を対象とした研修会です。
みなさん、お誘い合わせのうえご参加下さい！

開催日　平成26年６月10日、17日、24日（火）
　　　　9:30～11:30　全３回参加可能な方
会　場　掛川市総合福祉センターあいり～な２階　共用会議室
申込先　本所　TEL22-1294　FAX23-3319

募集

参加者募集

―高齢者サロンの魅力再発見―

 サロンに役立つ情報満載！

①6/10…ボランティア基礎
　　　　　　講師：藤井みち子氏
②6/17…サロン情報、交流会
③6/24…簡単手作り品作成

電話でお申し込み下さい （担当：松浦）

募集
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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

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・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで



実行委員大募集

ふれあい広場は、実行委員が集まり内
容を検討して決めます。実行委員会は、
7月から始まり月に２～３回で、全12
回程度です。あなたも、ふれあい広場
の実行委員になりませんか？企業の方、
お勤めの方でも大丈夫です。会議は夜
間の開催です。
ご希望の方は下記にご連絡ください
・第１回実行委員会…７月８日（火）
　19:30～あいり～な会議室

企業の社会貢献「ふれあい広場」

社会貢献に関心を持っていても、何をやっていいの
かわからない…という企業も多いと思います。
掛川市ふれあい広場は、住民が「福祉」に関する学
びや体験を通して、人と人とのふれあいを目的とし
ています。掛川市社会福祉協議会では、社会貢献を
始めるきっかけとして企業の皆様に参加を勧めてい
ます。新人教育の一環としてもご利用下さい。
・実行委員として関わってくれる企業
・１日ボランティアとして（前日・当日）
・企業関連の物品や寄付としての協力など

開催日10月19日（日）に向けて、実行委員会を開催
「見る人」から、「企画する人」へ♪

第10回掛川市ふれあい広場　実行委員○大募集

★申込み・問合せ先：本所　電話 ２２－１２９４　ＦＡＸ ２３－３３１９

軽の福祉車両が増えました お助け用品が６点入りました

大型ジェ
ンガ

魚釣りあ
そび（大

・小）

ダートゲ
ーム

玉入れ

カラー大型サイコロ

女性でも運転しやすく乗車定員が４名
（運転手＋車椅子使用者＋２名）本所
の貸出福祉車両が３台になりました。

【利用対象者】
市内在住及び団体で
車椅子等を利用しないと
歩行困難な方です。

地区、サロン活動等で活用してください。

問合せ先：本所：生活支援係　☎22-1294（担当：岩崎）

6

かけがわ社協だより　平成26年５月号



○総会・講演会のお知らせ
日時：５月22日（木）13：30～15：30
会場：徳育保健センター ２階 徳育ホール
内容：「地域でいきいきはつらつ暮らすために」
講師：見野孝子氏
　　　（株LCウェルネス代表取締役）
※ 講演会は14：15～の予定で会

員以外の方も参加可能です。
下記までお申し込みください。

申込締切：５月12日（月）

○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

平成26年度　掛川市在宅介護者の会参加者募集
中!!

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
申込・問合せ先：本所　☎22-1294（担当：岩瀬・角替）

福祉教育への取り組み紹介　～桜木小学校～
　桜木小では、【ふだんのくらしにしあわせを】を合言葉に全校をあげて
福祉教育を推進しています。

福祉委員会の取り組み
①ペットボトルのふた集め

毎週火曜日に各クラスごと集めています。本年度も多くのキャップを寄
付しました。

②赤い羽根の募金運動
放送等で呼びかけをし、ドラえもん募金箱を集めました。

③アルミ缶の回収
毎週火曜日に各クラスごと集めています。昨年度までの収益金の何割か
を「選べる赤い羽根募金」に寄付しました。

次は中地区の紹介です。お楽しみに♪

～城北地区福祉協議会～
　平成19年に地域生涯学習センターより独立し、城北地区福祉協議会として設
立されました。城北地区は城北町区、弥生町区、北門区、下西郷区、下西郷西区
から成り立っています。
　地区の主な活動は、地域生涯学習センターで毎年行われる「城北ふれあいまつ
り」に地区民が一堂に会して区民の作品展示、城北小学校の合唱、北中学校及び
掛川西高のブラスバンド（応援団）、地区民の趣味などを披露して一日楽しく過
ごします。
　当地区は高齢者率が高くなり、77歳以上を基準として「いきいきサロン」を
毎月定例的に行って、引きこもりを無くそうと活動しています。また、「向こう
三軒両となり」と言われた精神で「高齢者みまもり」や「小学校の登下校時の見
守り」を行い安心、安全で住み良い街にしようと活動しています。
　特徴として城北地区では、絆づくりとスポーツ健康づくり（輪筋、表情筋、呼
吸筋を動かす運動）のため、ブローゴルフ（吹き矢）の普及を推進しています。

ブローゴルフ（吹き矢）

城北ふれあいまつり
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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

 1（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 8（日）

15（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 6（金）

13：00
～
16：00

20（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 13（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 25（水）

 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

本所（22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
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）

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

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。　

善意をありがとう
（平成26年３月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊斎藤利夫　＊JA遠州夢咲土方支店支部長会
＊駄菓子やっこ　＊ちびやっこ　＊掛川市歌謡連盟
＊匿名３件
●寄付物品
＊伊藤大志（玩具）＊堀内彩也香（卓球用品）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名１件（電気毛布、カセットテープ）
●収集物
＊髙橋春香　＊中嶋勇司　＊永田久子　＊山崎　
＊鶴田図書教材　＊掛川市赤十字奉仕団掛川支部
＊第３地区民生委員・児童委員協議会　
＊横須賀幼稚園PTA　＊睦浜幼稚園PTA
＊中幼稚園PTA　＊佐束幼稚園PTA
＊土方幼稚園PTA　＊ハートクラブ　
＊掛川市立乳幼児センターすこやか　＊大須賀図書館
＊掛川市福祉課　＊匿名５件
●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊本郷西側老人クラブ睦会
＊掛川東高等学校

 
あたたかい心を

ありがとうございます。
　イオンタウン大須賀様から317,414円のご寄付
をいただきました。
　福祉事業推進のために活用させていただきます。
　ありがとうございました。

◆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30日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：５月14日（水）13:30～15:00
　　　大東支所３階・会議室

高齢者生きがいと健康づくり事業
楽しく本格的なそば打ち教室で、おいし
いおそばを作りましょう。

そば打ち教室
開催日 6/20・27、7/4（金）
時　間 10:00～12:00
会　場 たまり～な　工作室
定　員 12人
参加費 3,900円（３回分材料費）

持ち物
エプロン・三角巾・持ち帰
り用パック・そば打ちので
きる服装でおいでください。

初心者大歓迎！基礎からわかりやすく学
び、楽譜を見ながら演奏できるようにな
りましょう。

ハーモニカ教室

開催日 6/5・19、7/3・17
8/7・21（木）

時　間 13:00～15:00
会　場 たまり～な　研修室１
定　員 15人
参加費 2,500円

持ち物 C調ハーモニカ（注文受付けま
す　3,700円予定）筆記用具

お詫びと訂正
　社協だより４月号P3地区福祉協紹介コーナーの欄で「次
は原谷地区の紹介です。」と記載がありましたが、「城北地
区」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。

申込み・問合せ先
　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）
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