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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

土方幼稚園の子ども達と交流して
元気をたくさんいただきました！

生きがいデイサービスは、高齢者の介護予防を目的に介護保険を利用されていない方を対象に生き
がいを持ち健康づくりを推進できる活動を行っています。（P ６に詳細紹介）
体を使ったレクリエーション、異世代交流、頭を使った脳トレや指先を使った折り紙、軽い体操、
お仲間と一緒におしゃべりなどみなさんがいきいきと活動しています。
――――

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30年５月号

こんな活動をします!
ちづくり」を目指してまいります
度

⑪生涯学習を進める

予算
❶法人運営に
関する事業 8 .0％

❽その他（運転資金） 20.5％
❼ボランティア等に
関する事業 2.0％

❷高齢者の方に
関する事業 18.1％

支出

❻生活支援に関する
事業 6.5％

❸障がいをもつ方に
関する事業 13.9％

❺地域福祉に
関する事業 14.2％

❹子ども・青少年に関する
事業 16.8％

支出総額 672,256

千円

単位：千円

項目

金額

53,897

❶法人運営に関する事業

❷高齢者の方に関する事業

121,927

❸障がいをもつ方に関する事業

93,121

❹子ども・青少年に関する事業

112,631

❺地域福祉に関する事業

95,593

❻生活支援に関する事業

43,988

❼ボランティア等に関する事業

13,507

❽その他（運転資金）

137,592

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

＊学校発の福祉教育の充実

福祉教育実践校市内（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

福祉分野に限らないNPOや市民活動団体をはじめ、
企業等との連携を図ります

⑬地域福祉推進体制の強化
＊地域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

役職員体制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中間評価と見直しをおこないます

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

＊地区福祉協議会活動の充実

＊共同募金助成事業の実施

＊地区まちづくり協議会活動の充実

＊歳末たすけあい助成事業の実施

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と地区福祉協議会との活動の
連携・協働を支援します

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
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かけがわ社協だより

平成30年５月号

平成30年度

社協は

「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

①安心をつなぐ

平成３０年

＊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

❶会費・
賛助会費 2.8％

❾繰越金 22.5％

❷県・市
補助金 8.5％

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
＊ニーズ把握体制の強化

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

❽その他の
収入 2.3％

＊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

④人がつながる

❸県・市
受託金 43.3％

❻介護保険
収入 6.4％
❺寄付金 0.5％

❹共同募金配分金 2.7％

収入総額

672,256

千円
単位：千円

＊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

収入

❼自立支援費
等収入 11.0％

項目

金額

❶会費・賛助会費

18,994

❷県・市補助金

57,000

❸県・市受託金

291,003

❹共同募金配分金
❺寄付金

17,831
3,081

❻介護保険収入

43,026

＊多様な人々や世代をつなぐ交流活動の充実

❼自立支援費等収入

74,250

❽その他収入

15,193

＊障害児（者）との交流活動の促進

❾繰越金

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
＊高齢者の社会参加の促進

老人福祉センターの運営や、生きがいや健康づくり事業
等の実施、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を実施します

⑥子どもが躍る
＊子どもが健やかに育つまちづくり

おもちゃ図書館や児童館の運営など、子どもの成長
を支援します

＊地域で取り組む子育て支援

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や、地域
で取り組まれている実践活動を支援します

⑧生活を潤す
＊生活支援サービスの充実

介護保険事業・障害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

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

＊新たな課題に対するサービスの創設と充実

生活課題を抱えた子どもや親の生活支援をおこない
ます

＊生活困窮者対策の充実

＊生活課題を抱えた親子の支援体制の強化

3

151,878

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
生活困窮者の自立に向けた活動を支援します

６月行事予定

かけがわ社協だより

大東児童館
行

事

日

10:00 ぱんだくらぶ
14:40
15:30

行

事

2 土 13:30 クッキングクラブ

英語であそぼう（園児）

7 木 10:00 つくしんぼ合同

10 日 8:30 大東ドッジボール大会（大坂小と中小）
9:30 こあらくらぶ（2歳児）
13 水 10:30 うさぎくらぶ（1歳児）

9 土

9:00 大須賀ブラブラさんぽ
13:30 一輪車クラブ

11 月 14:45 移動児童館（横須賀小）

放課後 移動児童館（土方小）

13 水 10:00 すくすく広場
15 金 13:30 移動児童館（大渕小）

15:30

（総合福祉センター（あいり～な）本館3階）
TEL 24－0822

日

23 土 13:20 キッズクッキング
25 月 放課後 移動児童館（中小）

事

9 土

10:00 おもちゃ病院
10:00 なんでもチャレンジクラブ

15 金 10:00 にこにこベビー
9:00 ハンドメイドA（ダイヤモンド）
16 土 10:30 ハンドメイドA（キョーちゃん）
13:30 ハンドメイドB

毎週火曜日は★お話の広場★

20 水 10:00 ちびっこ広場

午前11：00 ～
手遊び・絵本の読み聞かせなど

21 木

9:30 こあらくらぶ（2歳児）

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

10:30 うさぎくらぶ（1歳児）

29 金 放課後 移動児童館（大坂小）

22 金

9:45 ち～ちゃいもんひよこA
10:45 ち～ちゃいもんひよこB
9:45 ち～ちゃいもんうさぎA
10:45 ち～ちゃいもんうさぎB

29 金 10:00 子育てサロン・サークル 情報交換会

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

わくわくキッズ・作って遊ぼう合同

６月は…

大須賀探検「塩田を見学しよう」

おもちゃ図書館

17日（日）

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

10：00～15：00

と き：平成30年５月19日（土）11：30～15：00
ところ：大須賀児童館 大広間、沖之須地区
対 象：幼児から小学生まで20人（先着順）申込み制
（幼児は、保護者同伴のこと）
内 容：おにぎりを作って食べてから、塩田まで歩きます。
「沖ちゃんクラブ」の方にお話しを聞きます。
持ち物：昼食代（100円）、筆記用具、水筒、帽子、
雨具（カッパ）、各自必要な物
詳細は児童館だよりを見て下さいね。
申込み：来館または電話にて受付

申込み・問合せ先：大須賀児童館

行

6 水 10:00 ちびっこ広場

23 土 9:00 ドッジボール大会
（しーすぽ）

ジャンプクラブ（園児）

時間

10 日 10:00 にこにこたまご

10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）
19 火 14:40

27 水

時間

掛川児童交流館

2階）

曜日

5 火

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

平成30年５月号

☎48-5965

児童交流館
おたすけ隊（ボランティアさん）募集

障害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。

キッズクッキング

5月1日（火）申込み受付開始

と き：平成30年５月19日（土）13：20～15：00
ところ：

大東保健センター

内

容：

じゃがカナッペ

対

象：

小学生１～６年生

２F

調理室

自分で
申し込んでね。

20人（先着順） 申込み制

持ち物：参加費200円・エプロン・三角巾・マスク・飲み物
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。）
※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。

申込み・問合せ先：大東児童館

☎72－7830

と き：月1回（主に土曜日の午前・午後半日程度）
ところ：総合福祉センターあいり～な 3F 児童交流館
対 象：大学生以上
内 容：小学生対象クラブの簡単なお手伝い（材料を配る、
子どもの補助など）をして頂きます。物作りの好き
な方、子ども好きな方お待ちしております。
申込み：来館または電話にてお問い合わせください。

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

☎24－0822

プレママ集まれ！

毎月10日はにこにこたまご！

と き：平成30年５月10日（木）10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館 会議室
対 象：第1子妊娠中の妊婦さん
内 容：赤ちゃんグッズを作ろう！、フリートーク
絵本・手遊びの紹介 など

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、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。
また、支障がある方は職員までお申し出ください。
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平成30年５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

TEL：24-6263

FAX：23-3319

♪居場所、いい場所、いい関係♪−高齢者サロンの魅力再発見−

高齢者サロン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
した研修会を３回日程で開催します！！みなさん、お誘いあわせのうえご参加下さい！
※初心者とは高齢者サロンボランティア経験３年以内の方とします。
開催日
①6月 5日（火）
②6月12日（火）
③6月19日（火）
会

時間
１３：３０～１５：３０

内容
ボランティアの基礎知識（定員30名）
簡単手作り品作成・レク（定員30名）
グループワーク・情報交換（定員30名）

場：掛川市総合福祉センター あいり～な ２階 共用会議室

【申込み・問合せ先】地域福祉係 ☎22-1294（担当：武蔵島）

募集

第37回サマーショートボランティア

体験実施期間：8月1日（水）～30日（木）の連続４日間以上（原則）
募集期間：5月15日（火）～6月20日
（水）（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26日（木）14:00～16:00
会
場：生涯学習センター2F 大会議室

募集

【問合せ・申込み先】
静岡県ボランティア協会
静岡市葵区駿府町1-70
TEL：054-255-7357
FAX：054-254-5208

『傾聴ボランティア講座』参加者募集！！
この講座は、実際に傾聴ボランティア活動を行っている方々からお
話を伺うことで、活動の実情を知り、活動に興味を持ってもらうこ
とを目的に行います。“具体的に何がしたいかわからないけど、何
か活動したい！”“傾聴ボランティアにチャレンジしてみたい！”
という方、少しでも興味がある方、是非ご参加ください♪

日
時：6月7日（木）13:30～15:30
会
場：掛川市総合福祉センター 共用会議室
協力団体：話し相手（傾聴）ボランティア「えがお」（藤枝市）
傾聴ボランティアコアラ（掛川市）
定
員：30名
対
象：傾聴に興味のある方
【申込み･問合せ先】地域福祉係 ☎22―1294（担当：渡部･岩瀬）
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
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第14回掛川市ふれあい広場

平成30年５月号

実行委員大募集

開催日10月21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！


ふれあい広場とは…

福祉をテーマに子どもから大人までが楽しみながら学習出来る、ふれあえるイベントです。

実行委員大募集

企業の社会貢献 ｢ふれあい広場｣

ふれあい広場は、実行委員が集まり、検討し
て当日の企画内容を決めていきます。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、大歓迎です♪
ご希望の方は下記にご連絡ください。

第１回実行委員会
日時：平成30年７月３日（火） 19:30～
場所：総合福祉センターあいり～な
第２回以降 全火曜日開催19:30～
月2～3回 全10回程度

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ふれあい広場への参加
をお勧めしています。
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の協力など

【申込み・問合せ先】
地域福祉係

☎22-1294

（担当：武蔵島、岩瀬、渡部）

生きがいデイサービスの紹介
社会福祉協議会が市から委託されている生きがいデイサービスは、
桜木、東部（東部ふくしあ）
、大東（山王荘）
、大須賀区域（大須賀
老人福祉センター）を拠点とし、
34コース、
16会場で行っています。
参加対象者……掛川在住、60才以上で介護保険を利用していない方
時 間……午前10時から午後2時または3時
※詳細につきましては、各拠点にお問い合わせ下さい。

元気な高齢者のための介護予防サービス…生きデイを利用して健康寿命を伸ばしましょう！！
輪投げなど
体を動かすゲーム

【問合せ先】

楽しい
おしゃべり

頭の体操
健康体操
桜木生きデイ
大東生きデイ

手芸

21―1815
72―5370

★他にもたくさんあります

みんなで
お弁当をたべます

東部生きデイ
大須賀生きデイ

21―6660
48―5965
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平成30年５月号

指定管理事業
掛川市社会福祉協議会
老人福祉センター山王荘

主催

平成 30 年度

山王荘 囲碁大会参加者募集
日 時：6 月 22 日（金）9:00～15:30（受付 9:00～
開会式 9:30～）
場 所：老人福祉センター山王荘（大坂 2443）
対 象：掛川市及び近隣の市町在住者
参加費：1,500 円、女性・学生 1,000 円（お弁当・飲み物・参加賞あり）
対局方法：ハンディ戦（1 段級差 1 子、互い戦 6 目半コミダシ、置き石上限 9 目）
段級位クラス戦
表 彰：クラスごと優勝・準優勝
他（賞品あり）
募集人数：30人
締切り：6 月 11 日（月）まで
※申し込みの際に、①名前 ②住所 ③連絡先 ④段級位をお伝えください
協 力：山王荘 囲碁クラブ

たくさんの申込み
待っているキョッ
【申込み・問合せ先 】
老人福祉センター山王荘（日・祝休み）
掛川市大坂 2443
☎72-5370（担当：中山）

～東山口地区福祉協議会～
東山口地区福祉協議会は6部会に分かれて活動しています。主な
活動として生活支援部では、民生委員さんを中心にした見守り活
動・食推協の方々と一緒に行う料理教室・高齢者世代への年賀状を
保健委員さんに書いていただく等の活動を行っています。高齢者サ
ロンの運営や区長会年間行事への参加は福祉部が担っており、高齢
者サロンでは赤い羽根共同募金の助成金で購入した「健康吹き矢」
等を活用し、参加者の皆さんと楽しい時間をすごしています。
また、乳幼児子育て世代のお母さんたちとボランティアを中心に、
子ども達の情操面の発達を促す場として「みんなで遊ぼう会」の開
催もしています。年中行事と共に、四季折々の計画を立て、遊びを
通し親同士が育児の不安や悩みを共有できる場ともなっています。
子ども達に読書の面白さや大切さ、本を好きになってもらえるよう
市図書館と連携し「かしの木文庫」の活動にも取り組んでいます。
次は原田地区の紹介です。お楽しみに♪
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車椅子友の会 掛川支部

BBQボランティア募集

●日
時：5月20日
（日）10:30～
●行 き 先：あらさわ公園
●集合場所：総合福祉センターあいり～な
●集合時間：10:30までに集合
●参 加 費：2000円

●締 切 り：5月15日
（火）
【申込み・問合せ先】
車椅子友の会掛川支部
代 表：藤田（hujita-masahiro@outlook.com）
副代表：横山（☎24－5333）

放課後等デイサービス

掛川市社会福祉協議会

パートスタッフ＊学生ボランティア募集

職

【パートスタッフ】

◎時

◎勤 務 先：掛川児童交流館
◎業務内容：乳幼児～高校生・保護者向け企画他
◎勤務時間：火～日（月曜日＋1日シフト休暇）
◎資
格：保育士又は幼稚園、小、中、高教員免許
※身
分：嘱託職員（月給制）

【問合せ先】 障害者支援係
☎22－1309（黒田・森田）
◆認知症の家族を介護されている方のための◆

※並行して募集活動を行っておりますので、本誌発行
時には状況が変わっている可能性があります。
まずはお問合せ下さい。

「笑顔のつどい」のご案内

北部：５月25日（金） 13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室
南部：５月９日（水） 13：30～15：00
大東支所３階・会議室

月の相談日のご案内

６

相談名

結 婚 相 談

心 配 ご と
相
談

集

【児童交流館指導員】

学生ボランティアについては、時間等要相談。
子どもが好きな方、福祉に興味がある方等お
待ちしています。

【問合せ先】
 ☎22－1294（松井）

善意をありがとう

＊鈴木洋子
（食品） ＊相澤礼子
（玩具）
＊弓桁久則（お茶他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲
（焼き菓子）
＊西山口小学校５年１組（切手）
＊掛川特別支援学校PTA
（図書カード）
＊佐束小学校（車椅子）
＊匿名３件（玩具他）
●収集物
＊高橋春香
＊杉山千夏

募

◎勤 務 先：ふくしあ
◎業務内容：福祉相談、個別支援、福祉事業企画
地域・ボランティア活動支援
◎勤務時間：月～金（残業・休日出勤有）
◎資
格：不要（社会福祉士があると尚良し）
※身
分：嘱託職員（月給制）

【学生ボランティア】

●寄付物品
＊鳴尾宜子（介護用品）
＊谷川敦子（介護用品）
＊山脇たか子（食品）
＊宮川正敏（商品券）

員

【コミュニティソーシャルワーカー】

間：平 日（13:00～18:00）
長期休暇（8:30～17:15 ＊うち4時間以上）
◎時 給：920円
◎その他：保育士、教員免許、福祉サービス経験
があればなお可／男性スタッフ急募

●寄付金
＊廣畑長子
＊掛川市歌謡連盟
＊桜木小学校
＊桜が丘中学校
＊斉藤 明 ＊匿名2件

平成30年５月号

＊鈴木清 ＊弓桁久則
＊今駒のどか

（平成30年３月分）※順不同敬称略

＊榛葉千桜 ＊向川留美愛 ＊本多恵美子
（ベルマーク・切手）
＊㈱山本組 ＊㈱藤本組 ＊掛川たばこ販売共同組合
＊㈱ギャバン ＊NPO法人ぷらいどサポートセンター
＊㈲平野建材 ＊㈲沖一化工 ＊戸塚書道教室
＊第三地区民生委員児童委員協議会 ＊十王区王寿会
＊第四地区民生委員児童委員協議会 ＊西大谷ほほえみ桜会
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊大須賀第一地区福祉協議会 ＊佐束幼稚園PTA
＊横須賀幼稚園PTA ＊市役所 健康づくり課
＊匿名7件

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。

会場
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
※第二日曜日は女性優先

相談日

時間

3（日）

13:00
～
10（日） 16:00
17（日）

（

）

15：30
受付終了

1（金）

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

15（金）

市役所大東支所1F（72-1135）

8（金）

29（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

13：00
～
16：00

相談名

会場

介 護 相 談

本所（22-1309）

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
9：00
東部ふくしあ社協（23-4720）（祝日を
～
中部ふくしあ社協（28-8546） 除く） 17：00
福祉総合相談
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
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