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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
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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

掛川市社協では、市内小・中・高等学校35校が学校目標に沿った福祉活動実践や教育を
行うための支援をしています。福祉教育では、障がい当事者やボランティア団体、地域の
方をゲストとしてお呼びし、お話を伺うことで、地域には様々な方が共に暮らすことを知
り、共に生きる力を育むことを目指しています。
企業・地域を対象とした福祉教育の相談にも応じておりますので、お気軽にご相談下さい。
――――

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４月号

平成30年度 市民向け各種ボランティア講座およびイベント情報（予定）
講座名（仮称）

開催日（予定）

定員

内容（予定）

ひきこもり学習会・サロン

5/26.7/7.
9/8.1/26.
3/23

－

ひきこもり者支援アドバイザーの三森
重則氏による学習会と当事者家族によ 当事者家族
るサロン活動

ひきこもりおしゃべり会

4/21.6/23.
8/4.12/8.2/23

－

当事者家族によるサロン活動、情報提
当事者家族
供の場

障がい者との交流の
場づくり事業

4/28

50

障がいをもつ方との交流（ダンス・レ
クリエーション）※子どもフェスタと
同日開催

市民

高齢者サロンボランティア
初心者研修会(3回日程)

6/5.12.19

25

高齢者サロンに関わるボランティアの
技術向上等

市民

ボランティア養成講座1

6/7

20

傾聴ボランティアの啓発と活動のきっ
かけづくり

市民

高齢者サロンボランティア
中級者研修会(3回日程)

7/30.8/20.
8/27

－

高齢者サロンに関わるボランティアの
技術向上等(健康維持、介護予防の学
習取り入れ)

市民

掛川市ふれあい広場
第1回実行委員会

7/3

－

各種催し及び体験・交流・ふれあいコー
ナーを通じ、福祉・ボランティア活動
を啓発

市民

市民地域福祉セミナー

7/4

100

未定

市民

小学生ふれあい交流
（北部・南部）

8月

20

小学生のボランティア活動のきっかけ
づくり

小学生

中学生ふれあい交流
（北部・南部）

8月

20

中学生のボランティア活動のきっかけ
づくり

中学生

サマーショートボランティア

8月

─

夏季休暇を利用した社会福祉施設や社
中学生以上
会教育施設でのボランティア体験活動

地域ボランティア養成講座

9月

100

地域単位で活躍するボランティアの養
成・研修

市民

災害ボランティアセンター
立上げ訓練

9/2

─

災害ボランティアセンター立上げ訓練

市民

掛川市ふれあい広場

10/21

─

各種催し及び体験・交流・ふれあいコー
ナーを通じ、福祉・ボランティア活動
を啓発

市民

災害ボランティア講座

11月

20

災害に関する情報提供・取組み、心構
えの普及を図る

市民

ひきこもり者支援啓発講演会

11/17

100

ひきこもり理解・支援の方法など

市民

青年ボランティア研修会
（宅配サンタin掛川）

12月

20

小地域福祉ネットワーク
全体研修

12月

100

小地域福祉ネットワークを進めるため
の研修会

市民

ボランティア養成講座2

1月

20

視覚障がい者との交流を通じた支援活
動啓発

市民

掛川市社会福祉大会

2/16

800

社会福祉に功労された方の表彰・福祉
啓発イベント

市民

青年学級「この指とまれ」
（掛川区域）

第2日曜

青年学級「四つ葉の会」
（大東・大須賀区域）

第2又は第3日曜

ほっとほっとサロン

北：第3土曜
南：第2土曜

青年層のボランティア育成

25

青年世代の障がい者の余暇活動支援

25

精神障がい者の余暇活動支援

対象

高校生～
30代前半

高校生以上

市民

2

かけがわ社協だより

平成30年４月号

赤い羽根共同募金助成申請のご案内

（福祉活動をしている団体やグループなどから広く申請をお待ちしております）
１

静岡県共同募金会が実施する助成事業
名

①福祉施設機器整備事業

②地域ふれあい支え合い助成事業

象

社会福祉法人、更生保護法人、特定非営利活動法人、福祉
関係活動団体など

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

対象事業

上記対象が運営する社会福祉
施設の機器整備、建物補修、
遊具等※認可は問わない

上記対象が実施する福祉事業

助

総事業費15万円以上の事業
助成率 条件による

総事業費15万円以上の事業
助成上限額 事業費20万円、
機器整備費30万円
助成率 90％以内

助成時期

平成31年度（※一部平成30年度）

平成30年度

申請受付期間

平成30年4月2日（月）
～5月15日（火）

事

業

対

２
事

成

額

上記対象が社会福祉施設・
更生保護施設を創設又は増
改築する際に係る機器整備

前期：平成30年4月2日
（月）

～5月15日（火） 平成30年5月16日
（水）
後期：平成30年9月3日
（月）
～6月29日（金）

～10月31日（水）

掛川市社会福祉協議会が実施する助成事業
業

対

名

赤い羽根地域福祉促進助成事業

象

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

対象事業

新規に実施する事業、又は既存事業を拡大実施する事業で、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、必要な機材の整備など

助

助成上限額10万円

成

額

助成率80％以内

助成時期

平成30年度

申請受付期間

平成30年4月2日（月）～5月31日（木）

※助成を希望される団体は、申請書の提出が必要です。
助成要綱及び申請書は掛川市共同募金委員会（掛川市社会福祉協議会・各ふくしあ社協）へお気軽にお
問い合わせください。
静岡県共同募金会助成事業要綱については静岡県共同募金会ホームページにて確認ができます。

～第五地区福祉協議会～
第五地区福祉協議会は、平成29年度から第五地区全ての自治区（９
区）でサロン活動が実施されています。
また、同年度から第五地区を３ブロックに分け、３自治区の高齢者
いきいきサロンの融和と高齢者相互の絆の醸成を目指し、サロン交流
会を実施しています。交流会では参加人員が40～60名となり、主催
サロンの代表者が当日の行事の趣向を凝らし、多人数のゲーム・健康
体操を和やかな雰囲気で実施し、楽しい時を過ごすことができていま
す。
他にも高齢者輪投げ大会・スカットボール大会を年１回開催してい
ます。各自治区２チーム参加、区長会チームを含め１９チーム（総員
120～130名）で実施しています。各チームは事前練習をして大会に
臨んでおり、当日は大変熱い大会になっています。
次は東山口地区の紹介です。お楽しみに♪
3

５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（0歳児）
A14：40
B15：30

17 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）
19 土 13：20 キッズクッキング（小学生）
10：00 ぱんだくらぶ（０歳児）
A14：40
B15：30

行

事

日

ジャンプクラブ（幼児）

12 土

16：00まで 子ども週間

11 金 10：00 にこにこベビー
17 木 10：00 ち～ちゃいもんひよこ

13：30 作って遊ぼう

18 金 10：00 ち～ちゃいもんうさぎ

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00 ～
手遊び・絵本の読み聞かせなど

《児童館職員募集 急募 !!》
◎土曜・日曜日勤務可能な方
◎要保育士／幼／小／中教員免許いずれか
明るく・子ども好きな方、お待ちして
います。詳しくは、社会福祉協議会・
交流館へお問合せ下さい。
（☎24－0822）

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

会議室

容：赤ちゃんグッズをつくろう！、フリートーク

対

象：第１子妊娠中の妊婦さん

など

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

☎24－0822

13：30 ハンドメイドクラブＢ

26 土 10：00 なんでもチャレンジクラブ

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

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

10：00～15：00

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
申込受付け中！

と

き：平成30年４月14日(土)13：20～15：00

ところ：大東保健センター２階 調理室
内 容：春色スチームケーキ
対 象：小学校１～６年生 ２０名（先着順）
持ち物：参加費２００円、飲み物、三角巾、エプロン、
マスク、ふきん２枚、手ふきタオル、持ち帰り用
タッパー、 出席カード（今年初めての人は当日渡
します）

申込み・問合せ先：大東児童館
こども週間 みんな、おいでよ！

※小学生は自分で申込みしてね！

だいとうじどうかんへ！
と

問合せ先：大東児童館

☎72－7830

☎72－7830

こども週間 みんな、おいでよ！

おおすかじどうかんへ！

き：平成30年５月１日(火)～５月12日（土）まで

ところ：大東児童館
内 容：シールラリー
＊全部見つけたらごほうびがもらえるよ！
簡単工作
＊こいのぼり作りなど
アイスdeカップケーキ
＊５０円で作れるよ！

ハンドメイドクラブＡ

25 金 10：00 ふたごの日

20日（日）

き：平成30年４月10日(火)10：00～11：00

内

9：00
10：30

５月は…

申込み受付け中

絵本、手遊びの紹介

19 土

社協だより３月号募集記事の大須賀児
童館の閉館日に誤りがありました。正
しくは、日曜日･祝日・年末年始でした。
お詫びして訂正いたします。

プレママ集まれ！にこにこたまご

ところ：掛川児童交流館

16 水 10：00 ちびっこ広場

10：00 わくわくキッズ

9：30 こあらくらぶ（２歳児）
放課後 移動児童館（佐束小）

事

2 水 10：00 ちびっこ広場

23 水 10：00 すくすく広場

31 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）

行

10 木 10：00 にこにこたまご

16 水 10：00 つくしんぼ合同遠足
19 土

時間

13：30 一輪車クラブ

30 水 10：30 うさぎくらぶ（１歳児）

と

（総合福祉センター（あいり～な）本館3階）
TEL 24－0822

9 水 14：15 移動児童館（大渕小）

英語であそぼう（幼児）

16 水 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（1・2歳児）

22 火

時間

掛川児童交流館

2階）

曜日

8 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４月号

と

き：平成30年４月23日(月)～５月12日（土）まで

ところ：大須賀児童館 ロビー
内 容：・工作（プラ板、こいのぼり、かぶとなど）
作りたい子は、職員に言ってね。（一部有料）
・シールラリー など
・５月１２日は、「駄菓子やっこ」が来るよ。
詳細は、児童館だよりを見てね。

問合せ先：大須賀児童館

☎48－5965

★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。

4
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平成30年４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

掛川市在宅介護者の会より

～平成３０年度総会・講演会のお知らせ～
日時：５月11日（金） 13:00～15:30
会場：徳育保健センター

徳育ホール

内容：認知症のご家族とご本人の思い
～ 周囲の人との関わり方 ～
講師：一般社団法人 静岡県社会福祉士会 会員
※講演会は、14：10からの予定です。
会員以外の方の参加もお待ちしています。

対

～在宅介護者の会入会のご案内～

象：家族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
して下さる方・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（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男性介護者の料理教室（年1回）

申込み締切：5月２日（水）
【申込み・問合せ先】 地域福祉係

募集

FAX：23-3319

☎22-1294（担当：堀場）

障がい者との交流の場づくり事業

ダンス・レクリエーションを一緒に楽しもう！

シニアもキッズも、みんなで参加しましょう♪
ママフェス

同日開催！
身体を動かすことで気持ちも元気になれるよ！！
誰もが楽しく参加し、みんなで一緒に楽しくダンスをしましょう♪
日 時：4月28日（土）10:30～11:00（受付10:15～）
会 場：掛川市総合福祉センター 福祉活動館（体育館）
対 象：市民50名 ※未就学児は保護者同伴
【申込み・問合せ先】
持ち物：体育館シューズ(室内用靴)・飲み物
地域福祉係 ☎22-1294
（担当：岡本）
申込み：3月26日（月）より受付開始
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

山王荘趣味クラブ会員募集

高齢者の方々が元気にいきいきと活動していくことを目的に、山王荘にて各趣味クラブを開催して
います。現在、25団体の趣味クラブがございます。日程、時間等は下記までお問い合わせください。
１ 高春会(舞踏・民謡)

3 囲碁クラブ

4 編物クラブ(睦和会)

5 手編みクラブ(クローバーの会) 6 カラオケ17クラブ

2 将棋愛好会

7 絵手紙クラブ

8 絵手紙18クラブ

9 習字クラブ

10 ビリヤードクラブ

11 手芸クラブ

12 はじめ会(手品・演芸)

13 ハーモニカクラブ

14 健康体操クラブ

15 音楽クラブ

16 輪踊りクラブ(雅の会)

17 碑文谷彫クラブ

18 折り紙クラブ

19 大東オカリナクラブつばさ 20 スローエアロビクラブ

21 楽々健康体操クラブ

22 柳田バンド

23 大東園芸クラブ

25 カラオケクラブ風

※対象者：市内在住60歳以上の方
5

24 大坂カラオケクラブ

【問合せ先】老人福祉センター山王荘
☎72-5370（日・祝休）

かけがわ社協だより

平成30年４月号

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

募集

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。

募集

シニアクラブ掛川支部
体操教室参加者募集

医療資格取得者による少人数制の安心安全なト
レーニングです。
時

間：毎月第2、第4金曜 午前
9：30～ こしコース
10：10～ ロコモコース
10：50～ ひざコース
場 所：たまり～な(少人数制のため要申込み)
参加費：１コース500円(会員外800円)

高齢者生きがい活動（たまり〜な）
教室・趣味クラブ会員募集

高齢の方々が元気にいきいきと活動していくこ
とを目的に開催しています。
（対象者：市内在住概ね65歳以上の方）
カラオケ
銭太鼓
ダンス
絵手紙
水墨画すみれ
囲碁
写真
生き活き健康づくり
パソコン
ハーモニカ
布ぞうり
折り紙
ウクレレ
舞踊
ディスコン
将棋
書道
手芸
なつかしの歌を唄おう
ボディコンディショニング

【申込み・問合せ先】
シニアクラブ掛川支部☎24－2754
(火・日・祝日休み)

◆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

※日程等はお問合せ下さい。

北部：４月27日（金） 13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室

【問合せ先】
高齢者生きがい活動拠点 たまり～な
☎24-2754(日・火・祝休)

南部：４月11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
＊ユニー㈱アピタ掛川店 ＊花笠会
＊大東民生児童委員ＯＢ会 ＊掛川地区更生保護女性会
●寄付物品
＊㈲イナリ（茶葉） ＊仁戸田文子（介護用品）
＊山脇たか子（食品） ＊鈴木友子（タオル）
＊木村かずゑ（雑巾）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名1件（玩具）

（平成30年２月分）※順不同敬称略

●収集物
＊竹下文夫 ＊藤原末子 ＊峠田慶子 ＊掛川ボデー工業㈱
＊沖一化工㈲ ＊ギャバン㈱ ＊シーン・プロジェクト㈲ ＊㈲イナリ
＊掛川市赤十字奉仕団掛川支部 ＊掛川市勤労者協議会
＊倉真五区女性部 ＊西南郷地域生涯学習センター
＊十王区 王寿会 ＊下俣郵便局 ＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会 ＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊大渕幼稚園PTA ＊土方幼稚園PTA ＊さかがわ幼稚園 ＊中幼稚園
＊すこやかこども園 ＊市役所 こども希望課 ＊匿名1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。

月の相談日のご案内
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相談名

結 婚 相 談

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

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

相談日

時間

6（日）

13:00
～
13（日） 16:00
20（日）
18（金）

心 配 ご と
相
談 市役所大東支所1F（72-1135）
11（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 25（金）

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）

15：30
（受付終了
）

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）

13：00
～
16：00

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
6

