
東部ふくしあ

中部ふくしあ

南部大東ふくしあ

西部ふくしあ

本所

南部大須賀ふくしあ

掛川市薗ヶ谷881-1
ＴＥＬ：23-4720
（FAX共通）

掛川市杉谷南1-1-30
ＴＥＬ：28-8546
ＦＡＸ：28-8547

掛川市三俣620
ＴＥＬ：72-1135
ＦＡＸ：72-6677

掛川市西大渕100
ＴＥＬ：48-5531
ＦＡＸ：48-1013

掛川市掛川910-1
ＴＥＬ：22-1294
ＦＡＸ：23-3319

掛川市下垂木1270-2
ＴＥＬ：29-6192
ＦＡＸ：29-6193

ふくしあとは…	 住み慣れた地域で安心して最期まで生活できるよう、医療、保健、福祉、介護の
総合支援を行う地域の拠点です。困ったことは「ふくしあ」へご相談ください。

各ふくしあにはCSW（コミュニティソーシャルワーカー）が２名配属されています。

27年４月
オープン!

!

各機関と連携して、
住民の生活課題に
対応しています。

※上記電話番号は社会福祉協議会直通です。

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）に
ご相談ください!!CSWとは･･･

住民等からの相談を受け、地域の中へ入り、地域
の人々や関係機関と協力して課題を明らかにし、
解決の方向に向けた支援をする職員のことです。

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

５月号

No.116

平成27年５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 ――――

社会福祉協議会の



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
広域タウンモビリティの推進
車いすやリフト車の貸し出しのほか、外出支援
を検討していきます
住みよい地域環境づくり
地域実践活動の支援をします

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
地区福祉協議会の取り組み支援をおこないます
地区福祉協議会活動の充実
地域への助成や研修活動など、地区福祉活動の
支援をおこないます

⑪生涯学習を進める

学校発の福祉教育への支援
福祉教育実践校（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
ボランティア入門講座、養成講座などを開催し
ます
ボランティア活動への支援
ボランティアセンターを運営し、さまざまなボ
ランティア活動の支援にあたります
多様な市民活動との連携
NPOや福祉以外の市民活動との連携を図ります

⑬地域福祉推進体制の強化

福祉関係機関の連携強化
ふくしあへの職員配置や、子育て支援センター
など関係機関との連携を図ります
社会資源の見直しと活用
地域のさまざまな社会資源の発掘と活用を図り
ます
社会福祉協議会の基盤強化
役職員の強化と会費の充実など、組織の基盤強
化を図ります

⑭地域福祉の推進と評価

地域福祉推進体制の確立
第3次スマイルプランの策定とともに、地域に
おける地域福祉活動計画策定の支援をします
地域福祉評価体制の確立
地域福祉活動計画の評価・見直しの支援をしま
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
共同募金助成事業の実施
共同募金助成金により、地域福祉事業の充実を
図ります
歳末助けあい助成事業の実施
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します

こんな活動をします!
ちづくり」を目指してまいります
度　予算

支出総額　667,875千円
単位：千円

項目 金額
❶法人運営に関する事業 34,535
❷高齢者の方に関する事業 141,158
❸障がいをもつ方に関する事業 105,097
❹子ども・青少年に関する事業 118,459
❺地域福祉に関する事業 99,514
❻生活支援に関する事業 46,145
❼ボランティア等に関する事業 10,784
❽その他（運転資金） 112,183

支出

❶法人運営に
　関する事業 5.2％

❷高齢者の方に
　関する事業 21.1％

❸障がいをもつ方に
　関する事業 15.8％

❹子ども・青少年に関する
　事業 17.7％

❺地域福祉に
　関する事業 14.9％

❻生活支援に関する
　事業 6.9％

❼ボランティア等に関する
　事業 1.6％

❽その他（運転資金） 16.8％
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①安心をつなぐ

防災・減災、防犯対策の推進
災害ボランティアグループとの連携強化を図ります
緊急時・災害時の支援体制の確立
災害時に向けた講座を開催します

②地域をつなぐ

ニーズ把握体制の確立
相談や在宅福祉活動からつかんだニーズを事業
につないでいきます
身近な支えあい体制の推進
小地域福祉ネットワークの普及と
推進の支援をします

③情報をつなぐ

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
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・成年後見制度利用の支
援、苦情対応をおこないます

④人がつながる

多様な人々の交流活動の充実
障がい児・者のサロンや介護者支援、ふれあい
広場を開催します
障害児（者）との交流活動の促進
障がい児・者の余暇活動のためのサロンや、交
流の場づくりを支援します

⑤老いが活きる

高齢者生きがい活動支援の充実
老人福祉センターの受託や、生きがい教室等の
開催のほか、地域の高齢者サロンの推進支援を
おこないます
介護予防事業の充実
生きがい活動支援通所事業・生活管理指導員派
遣事業を実施します

⑥子どもが躍る

子ども支援
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
子育て支援
学童保育所の受託や新規施設「はるかぜ」をは
じめとする放課後等デイサービスの運営、障が
い福祉サービス、子育てサロンの推進支援な
ど、子育てを支援します

⑦地域の財産を活かす

ひと・もの・歴史の再発見
地域で取り組まれる地域文化等
継承活動を支援します

⑧生活を潤す

生活支援サービスの充実
介護保険事業・障がい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
ひきこもり者の支援をはじめ、精神障がい者の
組織化、在宅介護者の会の支援や当事者団体の
活動支援をおこないます

平成27年度　社協は
「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

平成2７年

収入総額　667,875千円
単位：千円

項目 金額
❶会費・賛助会費 18,930
❷県・市補助金 70,474
❸県・市受託金 293,722
❹共同募金配分金 16,112
❺寄付金 3,000
❻介護保険収入 50,971
❼自立支援費等収入 64,589
❽その他収入 33,692
❾繰越金 116,385

収入

❹共同募金配分金 2.4％

❺寄付金 0.5％

❻介護保険
　収入 7.6％

❼自立支援費
　等収入 9.7％

❽その他の
　収入 5.0％

❾繰越金 17.4％
❶会費・
　賛助会費 2.8％
❷県・市
　補助金 10.6％

❸県・市
　受託金 44.0％
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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

10 水
10:00 らっこくらぶ 3 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 3 水 10:00 ちびっこ広場

14:45 移動児童館（土方小） 4 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 10 水 放課後 移動児童館（原田小）

12 金 11:30
16:00 おはなしタイム 5 金

10:00 お話の広場 11 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

13 土
10:00 農業体験クラブ 10:15 親子の広場 12 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

13:30 ダンスクラブ 10 水 10:00 すくすく広場 13 土 10:00 キッズボランティア

18 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ（1・２歳児） 12 金 14:30 移動児童館（横小） 14 日 10:00 なんでもチャレンジクラブ

20 土 13:30 体操遊び
13 土

10:00 わくわくキッズクラブ 17 水 10:00 ちびっこ広場

24 水
10:00 にこにこタイム 13:30 一輪車クラブ

20 土
9:00 ハンドメイドＡ

15:00 移動児童館（中小） 24 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 13:30 ハンドメイドＢ

26 金
11:30
16:00 おはなしタイム 25 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 28 日 10:00 サンデーパパ

14:30 移動児童館（大坂小）
27 土

10:00 作って遊ぼう、楽しもう おもちゃ図書館

27 土
13:30 キッズクッキング 13:30 クッキングクラブ5/23（土）15時受付開始

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 ダンスクラブ

キョーちゃんの
缶バッチ

キョーちゃんの
お菓子つり

キョーちゃんの
シャボン玉かき氷

1コ 50円

1回 50円1コ 50円1ぱい50円

６月は…
 21日（日）
 10:00～15:00

と き：平成27年５月23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（先着順）　自分で申し込んでね！
内　容	：お茶のマフィン
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚・
　　　　持ち帰り用タッパー・手ふきタオル・飲み物
　　　　※欠席するときは、必ず３日前までに児童館に連絡してね。
　前月号で５月30日（土）とお知らせしましたが

５月23日（土）の誤りです。訂正してお詫びします。
申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎48－5965

とき：平成27年５月10日（日） 9：30～12：30
ところ：掛川児童交流館
対　象	：どなたでも
内　容	：	
11：00～12：00（10:50受付）
　　玉乃屋　泡侍による

　　『シャボン玉ショー』
9：30～　『乗り物コーナー』
9：30～11：00
　　　『キョーちゃんのシールラリー』
（9：30～10：30に福祉活動館でカードを配ります）
会場内のキョーちゃんを探してシールを集めよう！
全部集めると景品がもらえるよ

9：30～11：00・12：00～12：30
　　『キョーちゃんのお店屋さん』

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎24－0822

と き：平成27年５月16日（土）　10：00～12：00
ところ：大東保健センター　調理室　
対　象	：小学生	20人（先着順）　自分で申し込んでね！
内　容	：練乳ミルクプリン
　　　　　＊練乳と牛乳の濃厚ミルクプリン＊
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚・
　　　　持ち帰り用タッパー・手ふきタオル・飲み物
　　　　※持ち物には名前を書いてきてね！　　　　　　
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎72－7830

クッキングクラブ

キッズクッキング

こどもフェスタ

申込み受付中

申込み受付中
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６月
行事予定



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

高齢者サロンの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です。
みなさん、お誘い合わせのうえご参加下さい！

日にち 時　間 内　　　　容

① 6月 9日（火）
13:30～15:30

ボランティアの基礎知識（定員60名）
講師：藤下品子氏

② 6月16日（火） サロン情報、交流会（定員25名）
③ 6月23日（火） 簡単手作り品作成（定員25名）

会　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：本所　☎22-1294　FAX 23-3319（担当：川又）

平成27年度高齢者サロンボランティア研修会

♪居場所、いい場所、いい関係♪　―高齢者サロンの魅力再発見―

○総会・講演会のお知らせ
日時：5月21日（木）13:30～15:30
会場：たまり～な　大研修室
内容：「ずっとここで暮らしたい」

～人と人とのつながりから広がる安心社会～
講師：河田珪子氏
� （常設型地域茶の間うちの実家代表）
※講演会は14：15～の予定で
会員以外の方も参加可能です。
下記までお申し込みください。
申込締切：５月12日

○在宅介護者の会入会のご案内
対　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」の活動を支援してくださる方・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【支援部】（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）

平成27年度　掛川市在宅介護者の会

　障がいのある方でも参加しやすい交流の場で
す!!簡単ルールで、初めての方でも楽しめます。
開催日：6月14日（日）9：30～12：00
会　場：掛川市総合福祉センター福祉活動館
内　容：①スカットボール
　　　　②フライングディスク
　　　　③3B体操
　ボール・ベル・ベルターを使った
　無理なく楽しめる体操です。
定　員：80人
参加費：無料
申込み・問合せ先
　本所　☎22-1294（担当：片岡・渡部）

障がい者とのふれあい交流事業

ふれあいレクリエーション交流会 体験実施期間：8月1日（土）～30日（日）の
	 連続4日間～6日間
募 集 期 間：5月19日（火）～6月19日（金）
	 （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25日（土）14：00～16：00
会　　　場：生涯学習センター2F　大会議室
問合せ・申込み先
静岡県ボランティア協会
〒420-0856　静岡市葵区駿府町1-70
TEL：054-255-7357　FAX：054-254-5208

第34回サマーショートボランティア

サロンに役立つ情報満載！

申込み・問合せ先：本所　☎22-1294（担当：黒柳・岩瀬）

参加者募集

募集 募集

参加者募集

5

かけがわ社協だより　平成27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　TEL：24-6263　FAX：23-3319



第11回掛川市ふれあい広場 実行委員大募集
開催日10月18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で
きるふれあいのイベントです。

実行委員大募集
　ふれあい広場は、実行委員が集まり
検討して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。

企業の社会貢献「ふれあい広場」
　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

第１回実行委員会
日　時：7月7日（火）19：30～
場　所：総合福祉センターあいり～な
　第2回以降　火曜日19：30～
� 月2～3回　全12回程度

申込み・問合せ先：本所　TEL 22-1294　FAX 23-3319

①本　　　　所　　カ ー ゴ：定員4名（内車いす1台）
AZワゴン：定員3名（内車いす1台）
バ ネ ッ ト：定員6名（内車いす2台）

②西部ふくしあ　　ワ ゴ ン R：定員3名（内車いす1台）
③中部ふくしあ　　タ ン ト：定員2名（内車いす1台）
　　　　　　　　　※6月より設置予定。代替車有。
④大須賀ふくしあ　ワ ゴ ン R：定員3名（内車いす1台）
⑤大東ふくしあ　　ハイエース：定員8名（内車いす2台）

　　　　　　ストレッチャー乗車可
エ ヴ リ ィ：定員4名（内車いす1台）

女性でも運転しやすい軽自動車が各ふくしあに
揃っています。

・地区、サロン活動等で活用してください。
・本所・各ふくしあにて貸し出しを行っています。
・かき氷機、綿菓子機、もちつきのきね・うす、
ポップコーンの機械などの貸し出しも行って
います。
問合せ先
本所　生活支援係　☎22-1294（担当：蔣野）
各ふくしあ（西部、中部、大東、大須賀）

福祉車両の貸し出し

お助け用品の貸し出し

スカットボール ブローゴルフ
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　西郷地区福祉協議会が（センター福祉部の移管により）発足し３年が経過しましたが、今日ま
で「やりながら解決しよう」を合い言葉に皆で取り組んで参りました。
　事業についてはまず、住民の声から「子育てサロン」の立上げを目指し、市内にある既設のサ
ロンを何カ所か見学する中、昨年９月�子育てサロン
「ぶらんこ」が誕生。本年３月までに７回開催され286
人の参加を得ました。
　今後の課題として、組織のあり方、「小地域福祉ネッ
トワーク」の構築、既存の事業の見直し等、多岐にわ
たっています。
　尚、26年度で退任される役員さんもボランティア登
録して頂き、今後の活動が活発になるものと信じており
ます。

～西郷地区福祉協議会～

次は掛川第五地区の紹介です。お楽しみに♪

　掛川市と掛川市社協では、「地区福祉懇談会」を26年12月から27年4月にかけて市内全34地区
の多くの関係者（地区福祉協議会・区長・民生委員等）のご協力をいただきながら、各会場にて
実施させていただきました。ご協力ありがとうございました。

※この懇談会は、28年度から新しく策定される地域
福祉推進の為の５ヵ年計画である「スマイルプラ
ンかけがわ21」の第三次計画策定の為に、住民の
皆様の声、地域の中の様々な「困りごと」「こう
なったらいいな」という声を新しい計画の中に反
映していく為に開催いたしました。

《ひきこもり支援事業》
ひきこもり当事者・家族のための学習会・サロンです。
身近な家族が、ひきこもりについて学習することで、
見方が変わってくるかも…
日　時：６月14日（日）13：30～15：30
会　場：あいりーな２階小会議室　
申込み・問合せ先　☎22-1294（担当：川又）

学習会
サロン

◎地区福祉懇談会からの声

・核家族が増え、世代間交流が重要になってきた。

・地域の人々との関わりが少なくなった。地域住

民の交流が必要である。

・元気な子ども達の姿がみたい。

・一人暮らしの方が増えている。

・買い物や通院の手段がなくて困っている。

※この他にも、様々な意見がよせられています。これら
の意見を計画の中に反映していきます。

市内全地区にて「地区福祉懇談会」を開催しました。
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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：５月29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：５月13日（水）13：30～15：00
　　　大東市民交流センター

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。

善意をありがとう （平成27年３月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊本郷西睦会会長　鈴木晴義
＊わくわくフリーマーケット
＊西郷小学校
＊匿名1件

●寄付物品
＊長谷川マキ子（玩具）
＊株式会社日立物流
　日立物流「まごころ基金」（車いす）
＊有限会社イナリ（茶葉）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名5件（介護用品2件、シルバーカー、
車いす、玩具）

●収集物
＊伊藤巌　＊鷹野育代　＊高橋春香　＊堀井加寿子
＊竹久和志 �＊岡田悌子 �＊㈱ギャバン �＊㈱セルフウメキ
＊海坂発行所　＊明るい社会づくり掛川
＊掛川市勤労者協議会　＊滝の谷ひまわり会
＊日本福音ルーテル掛川教会　＊すこやか幼保園
＊千浜幼稚園PTA　＊中幼稚園PTA　＊土方幼稚園PTA
＊横須賀幼稚園PTA　＊城北小学校　＊桜ヶ丘中学校
＊第三地区民児協　＊掛川市役所　福祉課　＊匿名8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

 7(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

1４(日)
21(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 5(金)
13：00
～
16：00

19(金)
市役所大東支所1F（72-1135） 12(金)
市役所大須賀支所1F（４8-5531） 26(金)

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 2４(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）
西部ふくしあ社協（29-6192）
中部ふくしあ社協（28-85４6）
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
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

登録運転手募集
内　容：大東生きがいデイサービス利用者の送迎
勤務地：老人福祉センター山王荘
勤務日数：月９日程度　※１日２時間
　　　　（9:00～10:00　14:00～15:00）
給　与：時給920円（※交通費なし）
免　許：普通免許、およそ65歳くらいまで
問合せ先：☎72-5370（担当：石川）

高齢者の健康と生きがいづくり講座

はじめての編み物教室参加者募集！
『まずは、小物づくりからはじめましょう♪』

大須賀老人福祉センター会場
開催日 6月15日（月）、7月13日（月）

8月17日（月）
時　間 10：00～11：30
定　員 市内在住60歳以上の方　15人（申込順）
参加費 400円×3回分
持ち物 飲み物、裁縫道具（かぎ針5、6、7号）

申込方法：5月11日（月）
　　　　　午前9時から電話受付
問合せ・申込先
大須賀老人福祉センター
☎48-5965（平日のみ）
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