
全国ゆるキャラグランプリに
エントリー!!

掛川市社会福祉協議会のマスコットキャラクター『キョーちゃん』です。
市の花　キキョウ、市の鳥　ウグイス、掛川で有名なお茶の葉をモチー
フに、胸のハートで福祉の心を表しています。名前は社会福祉協議会、
キキョウ、共同募金の３つの「キョウ」をとって『キョーちゃん』です!!
みなさん、応援してくださいね！

応援して
キョッ♪

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

７月号
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平成27年７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 ――――



⑫ボランティアのまちづくり
・高校生ボランティアの育成
� （3回・45人）
・青年ボランティア研修会（延87人）
・ボランティア養成講座
　傾聴ボランティア養成講座（3回・延55人）
　点訳ボランティア講座（3回・延37人）
・ボランティア連絡協議会への支援
・ボランティア保険への加入促進
・ボランティアセンター運営会議の設置
・ボランティアセンターの運営
・企業の社会貢献啓発・支援事業
・市民交流センター・活動団体との連携
・NPO団体等との連携

⑬地域福祉推進体制の強化
・地域健康医療支援センターへの参画
・地域包括支援センターとの連携
・子育て支援センターとの連携
・社会資源の発掘と活用
・役員体制の強化
・経営強化委員会の設置
・職員体制の見直しと強化
・生活支援会議の実施

⑭地域福祉の推進と評価
・地域福祉推進体制の確立
・地域福祉評価体制の確立

⑮共同募金運動の推進
・共同募金への協力（11,235,755円）
・歳末たすけあい募金への協力
� （8,571,241円）
・助成金活用事業（33件）
・歳末たすけあい見舞金贈呈事業
・歳末たすけあい福祉事業

平成26年度の主な特徴
・�掛川市立総合病院跡地「希望の丘」において、障がい児のための放課後等デイサービス
センター「はるかぜ」の建設を行いました。（平成27年4月オープン）
・�生活困窮者自立支援制度（平成27年4月開始）に向けて、モデル事業を受託し、体制整
備を図りました。
・�静岡県社会福祉協議会の補助金を活用して引きこもり者支援事業に取り組み、初年度は
支援団体による連絡会の立ち上げ、市民啓発講演会、当事者や家族のための学習会＆サ
ロン活動を行いました。
・�市の補助金と自主財源を基に、車いすが乗降できるマイクロバスを購入し、「たまり～
な」に配置しました。
・ホームページを全面リニューアルしました。
・�「新たな社会福祉法人会計基準」が制定され、平成27年4月適用に向けて、新会計シス
テム移行準備を進めました。

詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

平成26年度　事 業 報 告

項　　　目 金額 割合
会 費・賛 助 会 費 20,002,398 3.0％
寄 付 金 3,762,768 0.6％
県・市他補助金・受託金 331,291,306 48.9％
共 同募金配分金 14,806,410 2.2％
介 護 保 険 収 入 49,782,589 7.4％
自立支援費等収入 45,108,588 6.7％
そ の 他 の 収 入 90,229,108 13.1％
前年度からの繰越金 122,277,261 18.1％

計 677,260,428 100.0％

項　　　目 金額 割合
法人運営に関する事業 32,376,960 4.8％
高齢者の方に関する事業 135,705,868 20.0％
障がいをもつ方に関する事業 133,811,748 19.8％
子ども・青少年に関する事業 110,963,619 16.4％
地域福祉に関する事業 98,532,154 14.5％
生活支援に関する事業 22,259,506 3.3％
ボランティア等に関する事業 10,174,581 1.5％
平成27年度への繰越金 133,435,992 19.7％

計 677,260,428 100.0％

平成26年度　事業別決算報告
収入 支出 単位：円
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①安心をつなぐ
・災害ボランティアセンター設置マ
ニュアルの検証と体制整備
・災害時の福祉避難所運営支援に関
する協定
・災害ボランティアグループとの連携
・災害ボランティア講座の実施

②地域をつなぐ
・相談事業、在宅福祉活動による
ニーズの把握
・小地域福祉ネットワーク活動の立
ち上げ・活動支援

　　　

③情報をつなぐ
・各種相談事業の実施
　　福祉総合相談（3,525件）
　　心配ごと相談（47件）
　　結婚相談（401件・結婚成立8件）
　　ボランティア相談（209件）
・児童発達相談員派遣事業受託（延330人）
・子育て相談員派遣事業受託（延1,400人）
・貸付相談件数（1,942件）
　　善意銀行貸付事業（貸付件数35件）
　　生活福祉資金貸付事業（貸付件数4件）
・生活困窮者自立支援事業
　　総合相談件数（601件）
　　プラン作成（17件）
　　困窮支援回数（957回）
・日常生活自立支援事業受託
　　相談件数（3,550件）
　　契約件数（55件）
　　支援・調査回数（1,079回）
・社協だよりの発行（毎月）
・社協ホームページによる福祉情報発信

④人がつながる
・青年学級「この指とまれ」（延290人）
　　　　　「四つ葉の会」　（延348人）
・精神障害者サロン「ほっとほっとサロン」
　　つくし会館（延194人）
・大須賀老人福祉センター（延105人）
・在宅介護者の会育成支援（本部・支部）
・認知症家族介護者交流事業
　笑顔のつどい北部会場（延110人）
　笑顔のつどい南部会場（延83人）
・第10回ふれあい広場（3,900人）
・障がい者の交流の場づくり（49人）

⑤老いが活きる
・高齢者ふれあい・いきいきサロンの普及
・高齢者サロン58会場・複合サロン3会場
・老人福祉センターの受託
　老人福祉センター山王荘の運営
　　利用者数（延14,336人）
　　趣味クラブ活動（22クラブ・延5,405人）
　　山王荘まつりの開催（609人）
　大須賀老人福祉センターの運営
　　利用者数（延20,551人）
　　趣味クラブ活動（13クラブ・延4,085人）
　高齢者の生きがい活動拠点事業
　　利用者数（たまり～な・延21,289人）
　　高齢者生きがい事業（3教室・延3,545人）
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
　　健康生きがい講座（5講座・延204人）
・老人クラブ連合会活動支援（本部・支部）
・生きがい活動支援通所事業受託
　掛川区域生きがいデイサービスセンター
� （2箇所・延7,806人）
　大東区域生きがいデイサービスセンター
� （12箇所・延3,220人）
　大須賀区域生きがいデイサービスセンター
� （4箇所・延2,730人）
・生活管理指導員派遣事業受託（延982人）

⑥子どもが躍る
・おもちゃ図書館（延759人）
・集団療育「たけのこ教室」（330人）
・児童館管理運営（指定管理）
　大東児童館（延12,210人）
　　各種事業（14事業・延5,996人）
　大須賀児童館（延10,044人）
　　各種事業（11事業・延4,172人）
・掛川児童交流館事業受託
　　掛川児童交流館（延33,369人）
　　各種事業（21事業・延7,290人）
・子ども会連合会育成援助（大東・
大須賀地区）
・未来子育てネット育成援助
・放課後児童健全育成事業
　（学童保育10箇所・受託延59,874人）
・放課後等デイサービス事業
　「かざぐるま」（延2,544人）
　「みなみかぜ」（延1,425人）
　「はるかぜ」建設
・子育てサロン・サークル訪問
・子育てサロン・サークル実践者情報交換
� （23人）

⑦地域の財産を活かす
・地域実践活動の支援

⑧生活を潤す
　○介護保険事業
　　居宅介護支援
　　・ケアプラン（1,547件）
　　・介護予防プラン（229件）
　　・認定調査（48件）
　　訪問介護
　　・訪問介護（延6,049回）
　　・介護予防訪問介護（延818回）
　○自費対応訪問介護事業（32名62件）
・障害福祉サービス事業（延3,832人）
・移動支援事業（延36人）
・精神障害者組織化支援
　　グラウンドゴルフ・スカットボール大会
� （2回・延286人）
・ひきこもり者支援
　　ひきこもり啓発講演会（97人）
　　学習・サロン（14人）

⑨環境を見直す
・車いす貸出事業（550件）
・福祉車輌の貸出事業（703件）
・ユニバーサルデザインの普及推進

⑩地域活動をささえる
・地域における活動への支援
　地区福祉協議会活動（34地域）
・地域福祉協議会新任役員研修会 48人
・特別活動助成事業（46地区、85事業）
・地域福祉実践地区連絡会（4回・延194人）
・企画委員長連絡会（75人）
・地域ボランティア養成講座（2回・延74人）
・高齢者サロンボランティア研修会
� （4回・延141人）
・お助け用品貸出事業（924件）

⑪生涯学習を進める
・地域出前講座　開催なし
・市民地域福祉セミナー（124人）
・精神保健福祉講演会（80人）
・福祉教育実践校指定（小中高35校）
・福祉教育実践校連絡会（2回・85人）
・サマーショートボランティア
　（県ボランティア協会と共催・32人）
・小学生福祉体験教室（2会場・31人）
・中学生福祉体験教室（2会場・22人）
・第10回社会福祉大会（700人）

平成26年度、掛川市社会福祉協議会は、以下の事業に取り組みました。

平成26年度　事 業 報 告
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社会福祉協議会会員・会費のお願い

一般会員
一世帯500円
　市内居住世帯を対象としてい
ます。会費は区長会を通じてご
協力をお願いしています。

施設・団体会員
一口2,000円

　社協活動に賛同していただい
た福祉施設・介護事業所等に加
入いただいています。

賛助会員
一口1,000円

　社協活動に賛同していただい
た個人・事業所・企業・法人等
に加入していただいています。

　掛川市社会福祉協議会は、「みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくり」をめざし、各地域にお
ける地区福祉協議会の育成・支援や、福祉教育・ボランティア活動の推進など各種福祉活動を実
施し、地域福祉の推進に努めています。これら、地域福祉を推進していくための活動は、市内各
世帯、法人事業所、福祉施設等に会員となっていただき、その会費と寄付金、市からの補助金や
委託金、共同募金助成金等を財源として行っています。
　社協の活動は、会員の皆さまによって支えられています。今年度も皆さまのご理解と、ご協力
をお願いいたします。

　新規賛助会員は随時受け付けさせていただいていますので、ご協力いただける方は、お手数ですが
事務局までご連絡いただければ幸いに存じます。会員・会費の増加は社協活動の基盤強化となります。
さらにご理解・ご賛同の輪が広がるよう、あわせてお願い申し上げます。

賛助会費加入のお願い

前年度も多くのみなさまにご協力いただきました。
　　　　　　　　　　　ありがとうございました。

20,002,398円
平成26年度　会費収入合計

一般・施設・団体・賛助会費

地域福祉実践地域助成金・
特別事業助成金
42.59％

地域福祉事業運営費（地域事務費）
21.26％

福祉団体活動助成金
6.67％

福祉車輌・車イス貸出等
在宅福祉事業運営費

5.26％

社協運営業務委託
1.97％

社協運営その他事務費
22.25％
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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

1 土 10：00 夏祭り（人形劇）
1 土

 9：00 赤ちゃんふれあい交流事業

4 火

 9：20 性教育ワーク

4 火  9：00 社会科見学 10：00 すくすく広場（赤ちゃんふれあい事業参加）  9：30 キッズボランティア

7 金 10：00 わくわく工作（幼児） 4 火 9：00 社会科見学 13：30 小学生広場（簡単クッキング）

8 土 10：00 農業体験クラブ（収穫＆調理） 5 水 13：30 夏休みわくわく工作（小学生①） 5 水 13：00 なんでもチャレンジクラブ

21 金 13：30 わくわく工作（小学生） 6 木 13：30 夏休みわくわく工作（小学生②） おもちゃ図書館

22 土
 9：00 ふれあい交流（小学生と乳幼児） 7 金 10：00 夏休みお話の広場 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。

13：30 キッズクッキング
8 土

 9：30 クッキングクラブ

29 土
10：00 農業体験クラブ 13：30 一輪車クラブ

13：30 ダンスクラブ 28 金 10：00 夏休みくわく工作（幼児）

と き：平成27年７月25日（土）　13：30～15：30
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：～＊簡単キッシュ＊～
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚
　　　　手拭きタオル・水筒・持ち帰り用タッパー
　　　　出席カード（初めての人は当日渡します）

※欠席する時は前日までに連絡してね。
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

と き：平成27年７月17日（金）　13：30～15：00
ところ：掛川児童交流館　２Ｆ共用会議室
対　象：園児（３～６歳）親子20組
内　容：おいしいおやつを作ろう！
持ち物：材料費200円（２人分）・エプロン・マスク・三角巾
　　　　ふきん・ハンドタオル・持ち帰り用タッパー
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

親子クッキング� 7/4（土）9：00受付開始

キッズクッキング� 6/27（土）9：00受付開始

と き：①平成27年７月28日（火）　10：00～11：30
　　　 ②平成27年７月31日（金）　10：00～11：30
ところ：掛川市総合福祉センター（あいりーな）　２Ｆ共用会議室
対　象：小学１～３年生　各日25名
内　容：①おしゃれな小物入れ
　　　　②ビー玉ボードゲームを作ろう
持ち物：①牛乳パック（１ℓ ３本）
　　　　②菓子箱（30㎝×20㎝位）
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

小学生広場『夏休み工作教室』� 7/11（土）9：00受付開始

８月は…
 16日（日）
 10：00～15：00

と き：平成27年７月18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：アーモンドたっぷりフロランタン
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　☎48－5965

クッキングクラブ� 7/4（土）9：00受付開始

と き：平成27年７月22日（水）　10：00～11：30

ところ：大須賀児童館　図書室（受付9：50～）
対　象：幼児親子15組
内　容：カラフルしゅるしゅる棒
持ち物：水筒・タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

夏休みわくわく工作（幼児）� 7/4（土）9：00受付開始

申込み受付中

と き：平成27年８月４日（火）　9：20～11：30
ところ：掛川市総合福祉センター（あいりーな）２Ｆ
対　象：３，４年生とその保護者　20組
内　容：わかりやすい性教育のお話を親子で聴きます
講　師：佐々木睦美氏
　　　　※協力・ハート♥クラブ
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

性教育ワーク� 申込み受付中
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第33回 くさぶえ夏の祭典

日　　程　９月11日（金）～14日（月）
　　　　　　　11日（金）19：00　掛川市役所出発
　　　　　　　12日（土）宮古市　宮古市社協職員による話・現地視察・活動　※調整中
　　　　　　　13日（日）山田町　山田町社協職員による話・現地視察・活動　※調整中
　　　　　　　14日（月）　7：00　掛川市役所帰着
定　　員　20名　※最小催行人数15人
参 加 費　１人 23,000円（12日朝食のみ個人負担）
募集条件　健康状態が良好であること。
　　　　　ボランティア活動保険天災タイプに加入していること。
　　　　　掛川市に在住・在勤の方を優先とします。※市外の方はキャンセル待ちとして受付けます。
　　　　　高校生以上であること。
　　　　　下記の会に参加できる方
　　　　　　事前説明会　８月27日（木）19：00～21：30
　　　　　　報　告　会　９月30日（水）19：00～21：30
　　　　　　　会場は掛川市総合福祉センター（掛川市掛川910-1）の２階・共用会議室
受　　付　７月13日（月）9：00から７月31日（金）17：15まで　※定員に達し次第受付終了

申込み・問合せ　本所　TEL 24-6263　FAX 23-7805
※募集チラシは各ふくしあ窓口で配布しています。

募集 岩手掛川交流バス参加者募集!! 行き先　　　　　宮古市と山田町　岩手県

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

東日本大震災では多くのボランティアが活動され、復旧復興の大きな力となりました。
大災害はいつ発生するかわかりません。
本講座では市内の取組みや災害ボランティア活動についての基本を学びます。

回 日　　時 内　　容

1 ８月１日（土）
10：00～15：30

掛川市の災害時の取組み
災害時のボランティア活動とは？
HUG体験（避難所運営ゲーム）

2 ８月30日（日）
9：30～12：00 災害ボランティアセンター立上げ訓練

会場：総合福祉センター　あいり～な　2階　共用会議室
対象：ご興味のある方、２日間参加できる方　40人

申込み・問合せ先　本所　☎22-1294（担当：片岡・渡部）

募集 災害ボランティア講座　参加者募集!!

対象：55歳位までの方（大学生・専門学生可）
場所：市内10ヶ所の学童保育所
期間：７月20日～８月31日（予定）の間
※�勤務時間・勤務日数・募集人数等は各学童
によって異なります。
※詳細は下記までご連絡下さい。
申込み：７月17日（金）まで☎受付
問合せ先：☎22-1294（担当：増田・児玉）

夏休みアルバイト募集！
～学童保育夏休み臨時指導員～

日時：８月１日（土）10：00～16：30
会場：菊川市上平川7-1（草笛の会施設内）
内容：チャリティーバザー、施設紹介、
　　　ふれあいステージ、模擬店等
※�今年度から商店街へのバザー品提供依頼は
行いません。

問合せ先：草笛の会　かすが　☎73-5580
　　　　　　　　　　菊川寮　☎73-6202
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な つ ま つ り

気功体操体験

内　容 飛んだり、跳ねたり等はなく、ゆっ
たりした動きで行います。

日　時 ８/11、９/８、10/13　全３回
すべて火曜日、9：30～11：00

定　員 15名
参加費 １回400円
講　師 山田氏
持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル
備　考 ３回出られる方優先
申込み・問合せ先
　老人福祉センター山王荘
　☎72-5370（土日祝休）

平成26年度１年間に受け付けました、

当会に対する苦情件数を 
報告いたします。

○苦情受付件数　17件
　職員の対応等に対して� 13件
　福祉サービス・社協事業に対して� 4件
　第三者委員による調整件数� 0件

　今年度も、みなさま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。

高齢者生きがい教室参加者募集

掛川児童交流館
７月26日（日）
13：30～16：00

『キョーちゃん なつまつり』
☆キョーちゃんと遊ぼう！
☆キョーちゃんシールラリー
☆工作コーナー
☆あそびのコーナー
☆かき氷屋さん
☆キョーちゃんのふわふわむしパンケーキ

　地区福祉協議会発足９年目に入り、高齢者サロンや幼児と
遊びながらの若いお母さんたちの会等、８部会の構成で活発
に活動しております。
　当地区では一期会の皆様により福祉バスの活動が長年にわ
たり高齢者の足となり地域の方たちに大変喜ばれております。
　今年２月の懇談会では
40名ほどの方から多く

の意見が出されました。５月には地域福祉を学ぶための研修
会を開き、講師にはボランティアで活動されている“達人に
学び伝える会”７名の皆様にレクリエーション等を教わりま
した。今後も福祉の輪が膨らむ様、皆さんで頑張ってまいり
ます。

� ～東山口地区福祉協議会～

次は原田地区の紹介です。お楽しみに♪

大須賀児童館
７月29日（水）
13：30～15：30

『キラキラ縁日！』
☆きらきらかざぐるま工作
☆ヨーヨーつり☆射的
☆でめ金魚を作ろう
☆かき氷☆ポップコーン
☆駄菓子

大東児童館
８月１日（土）
10：00～12：00

人形劇『一大事でござる』　
　　　 『こぶとりじいさん』
10：00～11：00　事前申込みが必要
お店屋さん☆かき氷☆駄菓子
対象：どなたでも（人形劇は3歳以上）
申込：7/4（土）～受付 先着100名
電話：72－7830

たのしいこといっぱい！　※詳しいことは各児童館だよりをご覧ください。

人形劇団
ばんびが
くるよ！
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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
北部：７月31日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な2階・小会議室
南部：７月８日（水）13：30～15：00
　　　大東支所3階・会議室

善意をありがとう
� （平成27年５月分）※順不同敬称略●寄付金

＊木曽せつ江　＊摩耶の会
＊榛村純一氏銅像建立発起人会

●寄付物品
＊お茶の実雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名1件

●収集物
＊高橋春香　＊永田久子　＊榛葉進　
＊北池生ちゃん鈴木祥子　＊㈱ギャバン　＊㈱山本組　
＊戸塚書道教室　＊掛川市勤労者協議会　＊第三地区民児協
＊掛川市役所　保健予防課、大須賀支所、福祉課
＊匿名６件

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
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 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） 26（水）

 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

８
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

掛川市老人福祉センター山王荘　山王荘まつりのご案内
　今年の夏も山王荘で、お元気に活動している趣味クラブのみなさまが、心に潤いを与えてくれる
数々の作品や演芸を披露します。会場ではパンや焼き菓子等の販売も行います。
　是非お越しください♪
　　※内容等につきましては、当日の状況により変更する可能性がございます。

生きがいデイサービスセンター 
ボランティア募集

内　　容：話相手・洗い上げ・片付け等
　　　　　レクリエーションの手伝い
問合せ先：桜 木 会 場　☎21-1815
　　　　　東 部 会 場　☎21-6660
　　　　　大 東 会 場　☎72-5370
　　　　　大須賀会場　☎48-5965

問合せ先
　老人福祉センター山王荘　☎72－5370

作品展示：編物・習字・折り紙・写真など
芸能発表：舞踊・手品・オカリナなど
体験活動：将棋・苔玉作り（23日・24日）
　　　　　折り紙・バルーン体操・バルーンアート
� （23日）
模 擬 店：パン・焼き菓子・縫製品など

お気軽にお立ち寄りください！

　　　７月23日（木）10：00～15：30日時　　　７月24日（金）10：00～15：00
☆ゲスト出演☆

掛川工業高校、三井チンドンドリームクラブ
大東児童館うさぎクラブ、夢一座、大坂小学校

月　日：８月26日（水）※送迎があります。
見学先：希望の丘（掛川東病院・介護老人保健施設桔梗の丘）　見学時間 10：30～12：00
バスの発着：大須賀支所・大東支所・北運動場・掛川市生涯学習センター
参加費：800円（当日集金、昼食負担金）　　対　象：高齢者を介護している家族等
申込み：８月12日（水）　　申込み・問合せ先：本所　☎22－1294（担当：児玉・黒柳）

家族介護支援事業　施設見学のお知らせと参加者募集
募集
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