
～青年学級『この指とまれ』・『四つ葉の会』～

青年学級は“いつもの時間いつもの場所で”を合言葉に、障がいのある・なしをこえて交流をして
います。北部は『この指とまれ』、南部は『四つ葉の会』という名称で、毎月1回さま
ざまな活動を行っています。6月には南北合同でミニ運動会を行い、ボランティア・
学級生が一緒になって運動を楽しみました♪掛川市社協では、学級生と一緒に遊んだ
り、遊びのサポートをしてくれたりするボランティアを募集しています。

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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　ひきこもり者は、人口に対する出現率が0.5％と言われております。この出現率を元と
すると掛川市内のひきこもり者は約600人いることが考えられます。
　ひきこもりについては、当事者が安心して社会参加できるよう、地域の方々の理解が必
要です。
　掛川市社会福祉協議会では、平成26年度からひきこもり者支援事業として下記の取り
組みを実施しています。

ひきこもり者支援検討連絡会
　ひきこもり者支援に関係する機関・団体が集
まり、掛川市内での支援方法を検討しています。

学習会・サロン
　NPO法人サンフォレスト代表 三森重則氏を
アドバイザーとして、ひきこもりについての学
習、また悩みの共有をしています。
対　　　象　当事者・家族のみ対象
開催予定日　8/21(日)、11/26(土)、3/18(土)
時　　　間　13:30～15:30
会　　　場　掛川市総合福祉センター 共用会議室

ほっとほっとサロン
　精神障がいを持つ方の余暇活動支援の場です。
南会場 毎週第2土曜日　10:00～14:30
　　　 大須賀老人福祉センター和室
北会場 毎週第3土曜日　10:00～14:30
　　 　掛川市立つくし会館 和室・調理室

精神保健福祉ボランティア養成講座

　今年度は、服部病院 院長 山名先生を講師としてお招きし、5月18日に統合失調症とうつ病につ
いての基礎知識についてご講演いただきました。市内で精神保健福祉ボランティアとして活動をさ
れているジョイントサークルかたくりの活動を参考としながら、講座終了後、早速数名の参加者の
方がボランティアとして活動を始めています。

ひきこもり者支援啓発講演会
　地域に暮らす市民の方を対象に理解啓発を促
し、より住み良い暮らしの実現のため、実施し
ています。

おしゃべり会
　当事者・家族の日頃の思い、悩みをお互い
に共有する場です。
対　　　象　当事者・家族のみ対象
開催予定日　7/23(土)、9/24(土)、
　　　　　　12/10(土)、２/25(土)
時　　　間　13:30～15:30
会　　　場　掛川市総合福祉センター 共用会議室

精神保健福祉講演会

　『聴く耳づくりでコミュニケーション力アップ』
講師　大阪経済大学教授 古宮 昇先生
日時　8月28日(日)13:30～15:30
会場　大東市民交流センター(大東支所3階) 
　　　＊当日実習を通して楽しく学びましょう！

ひきこもり者支援事業・精神保健福祉事業紹介
ひきこもり者支援事業

精神保健福祉事業

【問合せ先】 地域福祉係　TEL22-1294 FAX23-3319 (担当：川又)

募集

報告
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～上内田地区福祉協議会～

次は粟本地区の紹介です。お楽しみに♪

　当会では４部で活動していますが、今回は地域安全部の「巡回パトロール（通称青パト）」と「見守りネッ
トワーク」を紹介します。
　巡回パトロールは地区安全推進員の車に青色回転灯をつけ、上内田駐在所管内を昼間は小学生の下校時
に月２回、夜間は、推進員と副区長とで月２回巡回し地域の安全確保をめざしています。
　見守りネットワークは「上内田地区福祉ネットワーク『福
祉となり組』」といい、事故や事件を未然に防ぎ、誰もが
安心・安全な生活ができる環境を作り、住んでいて良かっ
た・住みたいといわれる地区をめざしています。この仕組
みは組長さんが「協力員」となり、組内で発見・発生した「心
配事」「困ったこと」などを把握し、区長さんを始め関係
各所への連絡をする情報発信者となっています。

　掛川市社会福祉協議会赤い
羽根地域福祉促進助成事業(平
成28年新規事業)について掛川
市の５団体より助成の応募を
いただきました。
　掛川市社会福祉協議会赤い
羽根地域福祉促進助成事業審
査会に於いて厳正なる審査を
行い下記の２団体の助成が決
定いたしました。

団体名 申請額 申請事業内容

子育てサークルじゃがいも 54,000円 妊婦さん向けのコモンセンス・ペアレン
ティング講師による講座と交流会、紙芝居

下土方区福祉委員会 71,000円 新規高齢者サロンにて踏み台にも利用で
きる椅子60脚

～第２次募集についてのお知らせ～
事 業 名：掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業
目　　的：赤い羽根共同募金の助成金を活用し地域福祉の促進を図るために実施する
助 成 額：上限額10万円　助成率80％以内
実施年度：平成28年７月１日(金)から平成29年２月10日(金)までに完了する事業
対象事業：�地区福祉協議会、ボランティア団体、特定非営利活動法人、小地域活動団体等が

新
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
規に実施する�地域の支え合いやネットワーク作りを行うための事業、講座、必
要な機材整備等。

申請締切日：平成28年８月31日(水)　※申請につきましては社協ＨＰにてご確認ください。
【問合せ先】　地域福祉係　☎22-1294　(担当：岡本、松浦)　　　　　
                  各ふくしあ社協：東部☎23-4720・中部☎28-8546・西部☎29-6192　
　　　　　　　　　　　　　   南部大東☎72-1135・南部大須賀☎48-5531

赤い羽根共同募金助成団体決定報告
　および第2次募集について（お知らせ）

～青パトいざ出発！～ ～協力員の証～

子育てサークルじゃがいも活動の様子 下土方区福祉委員会（サロン）の様子
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　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。

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

３ 土 13:30 ダンスクラブ １ 木 10：00 つくしんぼの広場1歳児 7 水 10：00 ちびっこ広場

6 火 15:00
15:30 英語で遊ぼう！（園児） 2 金 11：00 お話の広場

10 土
９：00 中高生と赤ちゃんのふれあい交流事業

7 水 放課後 移動児童館（佐束小） 3 土 10：00 作ってあそぼう楽しもう！ 10:00 おもちゃ病院

14 水 10:00
放課後

ぱんだくらぶ
移動児童館（千浜小） 9 金 10：00

14：45
つくしんぼの広場2歳児
移動児童館(横小) 11 日 ８：45 サンデーパパ

15 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ生きデイさんとの交流 10 土 13：30 一輪車クラブ 13 火 11:00 ち～ちゃいもんうさぎＡ

17 土 14:00
15:30

体操遊びクラブ（1，2年生）
体操遊びクラブ（3年生～） 15 木 10：00 つくしんぼの広場1・2歳児 17 土

9：00
10:30
13:30

ハンドメイドクラブＡ
ハンドメイドクラブＡ
ハンドメイドクラブＢ

21 水 放課後 移動児童館（土方小） 24 土 10：00 わくわくキッズ 18 日 10:00 なんでもチャレンジクラブ

23 金 放課後 移動児童館（大坂小） 28 水 14：30 移動児童館（大渕小） 21 水 10:00 ちびっこ広場
24 土 13:30 キッズクッキング 25 日 10：00 双子の日

27 火 11:00 ち～ちゃいもんうさぎＢ

29 木 9:45
10:45

ち～ちゃいもんひよこＡ
ち～ちゃいもんひよこＢ

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前 11：00～　午後  3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど 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。

９月は…
 18日（日）
 10：00～15：00

とき：平成28年9月11日（日）8:45～10:15

ところ：掛川市総合福祉センター
　　　　あいり～な２Ｆ共用会議室
対　象：３歳から小学生低学年と父親
内　容：消防署の見学
持ち物：水筒・汗ふきタオル・帽子

申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ　申込み受付中

とき：平成28年9月3日（土）10:00～11:00
ところ：大須賀老人福祉センター（大広間）
対　象：小学生20人（先着）申込み制
内　容 ：シュシュ作り、水筒
持ち物：参加費50円
申込み・問合せ先：大須賀児童館 
　　　　　　　　　　　　　☎48－5965

とき：平成28年8月27日(土)13:20～15:00
場　所：大東保健センター　調理室
内　容：ビン詰め　レアーチーズケーキ作り
対　象：小学生１～６年生　20人(先着順)
　　　　申込み制　自分で申し込んでね。
持ち物： 参加費100円・エプロン・三角巾・マス

ク・飲物・ふきん2枚・手ふきタオル・持
ち帰り用容器・出席カード（初参加者には
当日渡します。）

申込み・問合せ先：大東児童館
　　　　　　　　　　　　　☎72－7830

作って遊ぼう楽しもう！　申込み受付中

キッズクッキング　申込み受付中

とき：平成28年9月10日（土）9:00～11:30
ところ：掛川児童交流館　　プレイルーム
対　象： ４ヶ月（首がすわった子）～１歳６ヶ月児と
　　　　その保護者　　20組
内　容：中・高校生とのふれあい交流会
持ち物： アルバム、エコー写真、母子手帳など中高校生

とのコミュニケーションツールになるもの、赤
ちゃんに必要な物（お気に入りの玩具、飲み
物、オムツなど）

申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業
赤ちゃん親子募集　　申込み受付中

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ
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９月
行事予定



       ボランティア養成講座
　６月16日（木）総合福祉センターで「掛川
を元気にする担い手づくりワークショップ」と
してボランティア養成講座を開催しました。
　高校生の参加もあり、幅広い年代でワーク
ショップを行うことができました。講師の神谷
先生の明るさですぐに、会場の雰囲気がかわ
り、たくさんの活発な意見が出ました。活動の
ヒントや参加者同
士のつながりが沢
山あり、みなさん
満足していた様子
です。

       　市民地域福祉セミナー
　7月4日（月）掛川
市生涯学習センター
で市民地域福祉セミ
ナーを開催しました。
　豊中市社会福祉協議会 福祉推進室長　
勝部麗子氏を講師に迎え、誰もが安心し
て暮らすことができる地域づくりについ
て講演をいただきました。
　さまざまな事例を用いて分かり易くお
話していただき、今後も安心して暮らす
ことのできる地域づくりをすすめる上で
大変参考になりました。

　「災害ボランティアセンター」とは、被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための
拠点です。熊本が被災され、ニュースや新聞などでその名前を聞いた方も多いのではないで
しょうか？
　訓練では、実際ボランティアセンターでボランティア役として参加
していただき、活動までの流れを体験していただきます。
日　時：9月４日（日）8:30～12:00（受付8:10～）
場　所：掛川市生涯学習センター　催物広場
対　象：どなたでも
締　切：8月26日（金）まで
申込み：地域福祉係（担当：黒柳・渡部）　TEL：22-1294　FAX：23-3319

災害ボランティアセンター立上げ訓練参加者募集

　寄せられた苦情は、苦情解決第三者委員報告会にて報告し、適切な対応の仕方や再発防止へ
向けて、外部識者からのアドバイスをいただきました。
　社協では、皆様からの声を真摯に受け止め、より良い福祉サービスの提供・地域福祉の推進
に努めてまいります。

●苦情受付件数　9件
職員の対応に対して・・・6件
福祉サービス・社協事業に対して・・・3件
苦情解決第三者委員の調整を必要とした苦情対応・・・0件

平成27年度1年間に受付ました当会に対する苦情件数を報告いたします。

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

報告 報告
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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・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで



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

◆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：８月26日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：８月10日（水）13：30～15：00
　　　大須賀支所２階・会議室

（平成28年6月分）※順不同敬称略

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
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

11（日）
18（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

 2（金）

13：00
～
16：00

16（金）
30（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 9（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 27（火）

 9：00
～
12：00

相談名 会場 相談日 時間
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）
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）

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

９
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

●寄付物品
＊守屋ミヨシ（介護用品）
＊渡辺孝次（トートバック）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊みなみかぜ親の会（食材他）
＊匿名4件（シーツ、文具他）

●寄付金
＊坪井てる子
＊匿名１件

●収集物
＊山本利幸　＊坂井良子　＊永田久子　＊戸塚明美　＊芝山一枝
＊酒井えつこ　＊シーエス薬品㈱掛川支店　＊インフラテック㈱静岡支店
＊㈱ギャバン　＊ひで行政書士事務所　＊Mネット東遠ひまわり工房
＊とうもんの会　＊旭ヶ丘水曜会　＊十王王寿会　＊掛川市勤労者協議会
＊第3地区民生委員児童委員協議会　＊第4地区民生委員児童委員協議会
＊市役所　福祉課　＊匿名4件

医療機関への通院、送迎、買い物、行事等の外出にご利用できます。
福祉車輌の操作と車椅子介助方法を一緒に学びませんか。

＊福祉車輌操作＆車椅子介助講習会＊

日　時：9月１8日（日）10:00～12:00
場　所：たまり～な（満水1652）
対　象：普通免許をお持ちの方なら
　　　　どなたでも可
参加費：無料
共　催：車椅子友の会掛川支部
　　　　運転ボランティアの会

 
あたたかい心を

ありがとうございます
中遠環境保全㈱�様から100万円のご寄付をい
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。

【申込み・問合せ先】総務係　☎22-1294（担当：堀川）

募集
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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。


