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社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

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

南部大須賀ふくしあ
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

掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
TEL ４８−５５３１
FAX ４８−１０１３

申込み・問合せは
こちらまで

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

キョーちゃん

希望の丘 グランドオープン

放課後等デイサービスセンター
はるかぜ
スタートしました

――――

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 ――――

かけがわ社協だより

平成27年６月号

生活上で不安なことを相談してみませんか？
生活困窮者自立支援制度って？

生活困窮者自立支援制度は、仕事や生活に困っている方などの相談を受け、自立した生

活を送ることができるように支援するための国の制度です。（平成27年4月から施行）
支援員を始め、他の専門機関と連携しながら解決に向けた支援を行います。
※掛川市からの委託を受けて行っています。（自立相談支援事業・家計相談支援事業）

【相談から支援までの流れ】
１．相談
２．生活状況の確認

・生活上の困りごと、不安なことについてお話し下さい。
・現在の生活状況の確認や抱えている問題を整理します。
３．支援プランの作成

・自立に向けた目標や支援内容について、ご本人と支援員が一緒に考えて作成します。
４．支援決定・サービス提供

・支援プランは、支援調整会議により正式に決定し、プランに基づいてサービス提供な
どを行います。
５．モニタリング

・相談者の状態や支援の状況を定期的に確認します。
・状況により支援プランの再検討を行うこともあります。
６．安定した生活へ

・困りごとが解決されると支援は終了にしますが、安定した生活を維持できるように、
一定期間、支援員によるフォローアップをしていきます。
【 モデル事業実績 】 H26.7～H27.3（延べ数）
新規困窮相談

67世帯

相談受付（同意あり）

22世帯

プラン作成（再プラン含む）

23世帯

支援終了

3世帯

支援回数

957回

支援
内容

相談後の変化
⃝対人関係・家族関係の改善
⃝家計の改善（税・債務の支払い計画）
⃝ライフライン維持・開通
⃝自立意欲の向上・改善
⃝就労（収入の増加）

電話相談・面談・同行・会議・電話連絡・その他
問合せ先

本所

生活支援係

☎22-1294（担当：黒田、石川、鈴木）
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平成27年度
精神保健福祉講演会

ストレスをやる気に変える方法!?

もう、他人ごとではすまされないほど身近な ｢ストレス｣。しかし、
もしこの ｢ストレス｣ が ｢やる気｣ にかわったとしたら？！ ストレス
社会を生きる皆さんにとって、興味津々なお話しです。
お誘いあわせてご参加ください。
日
会
講

時：平成27年8月29日（土）13:30～15:30（受付13:00～）
場：22世紀の丘公園たまり～な 大研修室
師：フジEAP事業部マネージャー（静岡認知行動療法研究所）
池田暁友氏 精神保健福祉士
対 象：一般市民 100名
申込み・問合せ先 本所 地域福祉係 ☎22-1294（担当：川又）
お電話または、FAXでお申し込みください。（氏名・住所・連絡先）

募集

参加者

市民地域福祉セミナー

地域福祉の必要性や小地域福祉ネットワーク活動について、広く市民の皆様に知って
いただくために開催するセミナーです。
皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
日
会
演

時：7月24日（金）13：30～15：30
場：掛川市文化会館シオーネ（掛川市大坂7373）
題：地域に「支え合いのしくみ」を創造する
～「社会的孤立」をめぐる課題へのアプローチ ～
講 師：大阪市立大学大学院生活科学研究科・生活科学部 教授
対 象：一般市民 100名
参加費：無料
申込み・問合せ先 本所 ☎22-1294（担当：児玉・黒柳）

岩間伸之先生

～第五地区福祉協議会～

第五地区福祉協議会は、まずは子育て支援から始まりました。
平成18年に協議会設立、翌19年4月1日掛川市と「つどいの広
場事業」の委託契約を結び、「つくしなかよし広場」の名称で
支援事業を行っています。昨年は、147日、3,412組の親子
7,463名の利用がありました。その他の福祉関連事業は、地域
学習センターが担当していましたが、地域福祉を推進するため、
25年度から当会が福祉部、サロン活動を担当することになり
ました。
福祉部では、高齢者ふれあい交流で「輪投げ大会」「スカットボール大会」、小学生を交えた
「清掃活動」等で大活躍です。
子育てサロン、地域子育てサロン『さくらんぼ』では、ボラン
ティアのスタッフにより年間20回以上のサロンが大変にぎやか
です。
いきいきサロン、地区内5箇所にあるサロンは、それぞれ特徴
を持って活動しています。
次は東山口地区の紹介です。お楽しみに♪
3
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７月
行事予定
大東児童館
行

事

日

行

（総合福祉センター（あいり～な）
本館 3階）
TEL 24－0822

事

日

時間

行

事

10:00 こあらくらぶ

1 水 10:00 つくしんぼの広場 2歳児

1 水 10:00 ちびっこ広場

14:50 移動児童館（千浜小）

2 木 10:00 つくしんぼの広場 1歳児

2 木 10:00 双子・三つ子の会

3 金 14:45 移動児童館（土方小）
4 土

時間

掛川児童交流館

2階）

曜日

1 水

時間

（大須賀老人福祉センター
TEL 48－5965

曜日

曜日

日

大須賀児童館

（大東保健センター 2階）
TEL 72－7830

14:00 体操遊び1,2年生 大坂小
15:30 体操遊び3年生～ 大坂小

3 金

10:00 お話の広場

5 日 10:00 なんでもチャレンジ

10:15 親子の広場

8 水 14:30 移動児童館（原谷小）

4 土 10:00 小学生アート

9 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

8 水 10:00 らっこくらぶ

7 火 10:00 つくしんぼの広場 2歳児

10 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

9 木 10:00 うさぎくらぶ

8 水 10:00 すくすく広場

15 水 10:00 ちびっこ広場

10 金

11：30
16：00

おはなしタイム

11 土 10:00 わくわくキッズクラブ
15 水 10:00 つくしんぼの広場 1歳児

11 土 13:30 ダンスクラブ
15 水

10:00 にこにこタイム
15:00 移動児童館（佐束小）
11：30
16：00

18 土

10:00 一輪車クラブ
13:30 クッキングクラブ

おはなしタイム

22 水 13:30 わくわく工作（幼児）

18 土 8:30 農業体験クラブ

25 土 10:00 わくわくキッズクラブ

23 木 10:00 うさぎくらぶ（山王荘まつり）

29 水 13:30 夏まつり

17 金

25 土 13:30 キッズクッキング

キッズクッキング

18 土

26 日
28 火

6/9（火）15：00受付開始

申込み・問合せ先 ： 大東児童館

30 木

と き：平成27年6月28日
（日） 10：00～12：30
ところ：掛川児童交流館北側屋外
対 象：３歳～小学校低学年と父親 先着10組（申込制）
内 容 ：外遊びまたは水遊び＆持ち寄りバーベキュー
持ち物：家族分の食材・飲み物・
シート・テーブル・椅子・
食器・帽子・着替え・
タオル等必要なもの

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館 ☎24－0822
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。
また、支障がある方は職員までお申し出ください。

13:30 ハンドメイドB
未定 夏まつり
10:00 小学生広場（夏休み工作）
13:30 体育館であそぼう
10:00 小学生広場（夏休み工作）
13:30 ドミノであそぼう
10:00 囲碁体験教室
13:30 体育館であそぼう

31 金 13:30 体育館であそぼう

☎７２－７８３０

申込み受付中

9:00 ハンドメイドA

22 水 13:30 幼児：親子で工作

29 水

と き：平成27年6月27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 先着20人（自分で申し込んでね！）
内 容 ：～＊チョコバナナクレープ＊～＊クレープを焼いてバナナとチョコソースで飾り付け＊
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚・手ふきタオル・
飲み物・持ち帰り用タッパー・出席カード（初めての人には当日渡します）
＊持ち物には名前を書いてきてね！
※欠席するときは必ず３日前までに児童館へ連絡してね。

サンデーパパ

17 金 13:30 幼児：親子でクッキング

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。 徳育ホールにて

７月は…

19日（日）

30周年記念イベントを行います。

クッキングクラブ

6/6（土）9：00受付開始

と き：平成27年6月27日
（土） 13：30～15：30
ところ：大須賀中央公民館 3F調理室 （受付13：15～）
対 象 ：小学生20人（申込制） 自分で申し込んでね！
内 容 ：マーブルマドレーヌ
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚・
タッパー・手ふきタオル・飲み物
＊持ち物には名前を書いてきてね！
※欠席するときは必ず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

作って遊ぼう、楽しもう

☎４８－５９６５

申込み受付中

と き：平成27年6月27日
（土） 10：00～
ところ：大須賀児童館 図書室 （受付9：50～）
対 象：幼児 10名
内 容 ：おさかなバルーン
＊カラービニール袋と風船で作ります

申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館

☎48－5965
4

かけがわ社協だより

平成27年６月号

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

募集

参加者

TEL：24-6263

ありがとう
ございました

ボランティア養成講座

コミュニケーション講座

ボランティア活動はもちろん、家族、仕事、介護な
ど人生のあらゆる場面に役立つ、周りの人と良い人間
関係をつくるコミュニケーションのコツを身につけま
せんか？
日時：7月4日（土）9:30～11:30
会場：総合福祉センター 2階 共用会議室
内容：ことばとこころの心理学
会った瞬間にあなたの善さが伝わる方法
話しやすくなる聴き上手の秘訣 など
講師：坂倉裕子氏
（コミュニケーションハウス

定員：30人

FAX：23-3319

代表）

市民の皆様には、昨年度も大
変多くの収集物をお寄せいただ
きありがとうございました。い
ただいた収集物は、ボランティ
アサークル「金の砂」の会員に
よって丁寧に整理された後、市
内の社会福祉活動に活用させて
いただいています。
今年度もご協力をお願い致し
ます。
平成26年度

※定員になり次第締切

内容

申込み・問合せ先
本所（担当：片岡・渡部）☎22-1294

点数

整理結果

ベルマーク
1点1円

155564.51点

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

募集
参加者
シニアクラブ掛川支部
自立体力向上トレーニング教室
キューピーおもちゃ図書館は、昭和60年
に障がいがあっても、安心して遊べる場とし
て開館され、今年開館30周年を迎えること
ができました。
つきましては、下記のようなつどいを企画
しました。ご家族皆様でご参加ください。
日時：7月19日（日）10：00～12：00
会場：掛川市徳育保健センター1F
ふれあいホール（掛川市御所原9-28）
駐車場は徳育保健センターをご利用ください
※北側「医療センター」の駐車場は利用でき
ません
内容：＊記念の式
＊３B体操（一緒に楽しく踊りましょう）
＊バルーンアート（風船が大変身！）
※申込みはいりません
問合せ先
本所（担当：伊藤・細川） ☎22-1309
5

高齢者の日常生活体力向上のための筋
力トレーニング教室です。
無理なくご自分のペースでトレーニン
グしていただけます。
日

時：9/11（金）、9/25（金）、10/9（金）
10/23（金）、11/19（木）、
12/11（金）
10：00～ 計6回
場 所：22世紀の丘公園たまり～な
大研修室（掛川市満水1652）
持ち物：ヨガマット（無い場合は貸出します）
タオル
※その他使用する道具については初回
に説明します
参加費：600円（6回分保険料、お茶代）
※初回集金
募集人数：25名程度（応募多数の場合はシ
ニアクラブ会員を優先します）
申込み・問合せ先
シニアクラブ掛川支部 ☎24－2754

かけがわ社協だより

者
参加 !
!
募集

掛川児童交流館 嘱託 指導員募集

◆家族介護支援事業◆

介護教室のご案内

日時 6月24日（水）13：30～15：00
会場 総合福祉センター ２階共用会議室
内容 介護の基本情報(腰の負担がない介護
のしかた)、男性介護者にとって必要
なこと、また相談助言
講師 社会福祉協議会訪問介護職員
対象 高齢者を介護している家族等
申込締切 ６月16日（火）
申込み・問合せ先
本所 ☎22-1294（担当：黒柳）
♪在宅介護者の会・会員募集中♪

子どもが大好き！元気いっぱいの方、ご応募
お待ちしています。
内容：掛川児童交流館の企画運営、遊びの指導、
子育て支援等（要 教員又は保育士資格）
問合せ先 掛川児童交流館
☎24-0822（担当：牧野）
火～日 8:30～17:15

高齢者生きがい教室参加者募集
内

容

開催日
時 間
定

◆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

員

参加費
持ち物

北部：６月26日（金）13：30～15：00

初心者パソコン教室
初心者の方が対象です。文字入力から
始めていきましょう。
パソコンに触ったことがない方でもお
気軽にどうぞ！
7月30日（木）、31日（金）
10:00～15:00
市内在住60歳以上の方10名
※2日間出られる方
無料
筆記用具、お弁当、飲み物
※パソコンはこちらで用意します。

あいり～な２階・小会議室

申込み・問合せ先
老人福祉センター山王荘
☎72-5370（土日祝休）

南部：６月10日（水）13：30～15：00
大須賀支所２階・会議室

善意をありがとう
●寄付金
＊カサブランカ代表

笠原明

●寄付物品
＊成松庸生（テレビ他）
＊小沢勉（ファンヒーター他）
＊日赤奉仕団（タオル）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊掛川国際交流センター（手作り人形）

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。

（平成27年４月分）※順不同敬称略

●収集物
＊寺崎茂男 ＊八木厚子 ＊中嶋勇司 ＊近藤光博
＊鈴木房子 ＊嶋幸子 ＊岩瀬光枝 ＊㈱ギャバン
＊㈲平野健材 ＊ひで行政書士事務所 ＊第三地区民児協
＊大渕幼稚園 ＊第二小学校 ＊下俣郵便局
＊掛川市役所 農林課 高齢者支援課 資産税課
＊匿名6件

７月の相談日のご案内

相談名

会場

相談日

時間

相談名

会場

５(日)

本所（22-1309）

1２(日)

13:00
～
16:00

介 護 相 談

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

19(日)

3（金）
17（金）
心 配 ご と
31（金）
相
談
市役所大東支所1F（72-1135） 10（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 24（金）
総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

子 育 て・
徳育保健センター
29（水）
療 育 相 談 （※要予約 22-1309：本所）

平成27年６月号

15：30
（受付終了
）

相談日

時間

ボランティアセンター（24-6263）

ボランティア
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
相
談 南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

本所（22-1294）
月～金
８：30
東部ふくしあ社協（23-4720）（祝日を
13：00
～
～
西部ふくしあ社協（29-6192） 除く） 17：15
16：00 福祉総合相談 中部ふくしあ社協（28-8546）

9：00
～
子育て相談
12：00

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）
本所（22-1309）
随時受付

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。
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