
　いよいよ迫る2020東京オリンピック、パラリンピック！応援ソングは「パプリカ」です。
　シニアクラブ、放課後等デイサービス、学童保育所、児童交流館から、笑顔いっぱいのパプリカポーズを
集めました♪

笑顔広がれ！
みんなでパプリカポーズ ★

社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
掛川市掛川910-1　総合福祉センター（あいり～な）２階
TEL 22-1294　FAX 23-3319
ホームページ　http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

ホームページ Facebook
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――――  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 ――――



令和２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）

事業名（仮称） 開催日（予定） 定員 内容（予定） 対象

ひきこもり学習会・サロン
4/19、6/21
8/23、12/20

2/21
─

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
るサロン活動

当事者家族

ひきこもりおしゃべり会
5/16、7/11
9/5、11/14
1/23、3/6

─
当事者家族によるサロン活動、情報提
供の場

当事者家族

フリースペース 第４水曜 ─
ひきこもり者支援として本人の居場所
を提供する活動

当事者

ボランティア養成講座 ７～９月 20
ボランティアの啓発と活動のきっかけ
づくり

市民

市民地域福祉セミナー ７月 100 未定 市民

小学生ふれあい交流 ８月 15
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 ６月 10
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
会教育施設でのボランティア体験活動

中学生以上

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

9/6 ─ 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 10/18 ─
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 夏季 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 ９月 100 ひきこもり理解・支援の方法など 市民

掛川市社会福祉大会 2/20 800
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）

毎月１回
日曜

25 青年世代の障がい者の余暇活動支援 高校生以上
青年学級「四つ葉の会」
（大東・大須賀区域）

毎月１回
日曜

ほっとほっとサロン
北：第３土曜
南：第２土曜

25 精神障がい者の余暇活動支援 市民
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次は大渕地区の紹介です。お楽しみに♪

赤い羽根共同募金助成申請のご案内
だれもが安心して暮しやすいまちになることを目的に地域福祉の促進を図る事業助成です。

「児童支援講座」取り組みの紹介
　西山口地区福祉協議会では、子育て支援事業も幅広く取り組んでいます。未就園児親子の子育
て支援サークルのサポートは月２回、子ども福祉委員会活動、そして小学生の希望参加による児
童支援（物つくり）講座です。児童支援講座は、年間４回～５回、小学校へチラシ配布をお願い
し、毎回25人前後の児童の申込みがあります。（正月飾り作りは親子参加で協働製作）
　企画や準備、当日の運営や児童への指導、補助は、以前は外部講師を依頼していましたが、現在は
全てボランティア委員と事務局員によって企画運営しています。写真は元年度３回分の紹介です。

～西山口地区福祉協議会～

◆市民のみなさまよりご協力を頂きました赤い羽根募金を活用しています

事　 業 　名 赤 い 羽 根 地 域 福 祉 促 進 助 成 事 業

対 象 団 体

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
・掛川市の地域福祉向上のために継続的に取り組んでいる団体であること
・一年以上の活動実績があり引き続き活動を継続する団体等
・会則・規約等があり、団体として独立した経理が行われている団体であること
・�前年度の繰越金が、当年度収支予算における収入合計額の10分の３以内の団体である
こと

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 成 額
助成上限額　10万円　助成率80％以内（千円未満切り捨て）
※必ず申請金額が助成されるとは限りません

助 成 時 期 令和２年７月１日（水）から実施され、令和３年２月５日（金）までに完了する事業

申請受付期間 令和２年４月１日（水）～５月29日（金）

審 査 提出された申請書は、審査会においてその内容を審査します。

助 成 決 定
及び

助成金交付

審査後、助成決定の可否を文書にて通知します。
助成金は、交付決定後に団体の指定口座に振り込みます。
事業費の場合、先に助成決定額の８割を概算払いし、事業報告書の提出後精算します。

※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。

正月飾り作りお茶缶アート 本立て作り
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５月行事予定

と　き：4月21日（火）～5月8日（金）まで
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
内　容：・工作（こいのぼり）　・シールラリー
　　　　・５月２日は「お菓子つり・DVD鑑賞会」があるよ！
　　　　※詳細は児童館だよりをみてくださいね。
問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

と　き：4月25日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
対　象：小学生１～６年生　20人（先着順）
内　容：いちごのミルクプリン
持ち物：参加費200円、エプロン、三角巾、マスク、飲み物
　　　　ビニール袋、ふきん２枚、手ふきタオル
　　　　持ち帰り用容器、出席カード（初回なので、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：4月25日（土）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：ふたご、みつご親子
内　容：仲間づくり、手遊び、読み聞かせなど
　多胎児を育てているパパ・ママ・祖父母同士情報交換を
して仲間を作りましょう。子どもの年齢は問いません。お
子さんが大きくなった先輩ママも大歓迎。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

4/30
～
5/9

木
～
土

10：00
～
16：00

こども週間
シールラリー

12 火
Ａ15：00

英語であそぼう
Ｂ15：50

13 水
10：00 ぱんだくらぶ（子育て相談）
15：00 こども遊び隊

14 木 10：00
こあらくらぶ、うさぎくらぶ
合同遠足　※雨天お休み

16 土 13：20 キッズクッキング
20 水 放課後 移動児童館（大坂小）

26 火
10：00 ぱんだ・うさぎ・こあらくらぶ
Ａ15：00

ジャンプクラブ
Ｂ15：50

27 水 放課後 移動児童館（土方小）

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

1
～
8

金
～
金

10：00
～
16：30

児童福祉週間 おたのしみイベント
シールラリー・工作（毎日）
お菓子釣り（5/2）
DVD鑑賞（5/2 13：30～）

9 土
10：00 わくわくキッズ
13：30 一輪車クラブ

14 木 10：00
つくしんぼの広場
合同遠足　※雨天お休み

23 土 13：30 一輪車クラブ

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

9 土 10：00 おもちゃ病院
10 日 10：00 にこにこたまご
12 火 10：00 にこにこベビーＡ・Ｂ（合同）

16 土
10：00 こどもくらぶアソビバ
13：30 こどもくらぶツクリバ

20 水 10：00 ちびっこ広場
24 日 10：00 ママフェス

28 木 10：00
ち～ちゃいもんひよこＡ・Ｂ
合同遠足

29 金 10：00
ち～ちゃいもんうさぎＡ・Ｂ
合同遠足

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 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

と　き：4月10日（金）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：妊婦さん
内　容：絵本・手遊び・おもちゃの紹介、フリートークなど
　楽しいひとときを仲間と一緒に過ごしましょう！
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

にこにこたまご

申込み受付中 ふたごの日
キッズクッキング

4月11日　9：30～申込み受付開始！

こども週間
みんなおいでよ！おおすかじどうかんへ！

ゴールデンウイーク 休館日のお知らせ
4/29（水）、5/3（日）～6（水）

申込み受付中

と　き：5月24日（日）10：00～12：00　　　ところ：あいり～な駐車場
【対　象】　＊子育て中のママ　＊子育てが一段落した方　＊これからママになる人
　　　　　　�出店・展示・発表・活動紹介・ボランティアとしてお手伝い…など、どんな形でも結構です。
　　　　　　３回目のママフェスを一緒に盛り上げましょう！
※当日は誰でも遊びに来られます。ご家族で楽しんでください。
※フリーマーケットなどの出店の場合は出店料500円を頂きます。
　出店品は食品以外で子ども用品に限ります。詳細はお問合せください。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

★ママが主役！ママがつくるおまつり★
第３回ママフェス

 
小学生は自分で申込みしてね。 

※休む時は前日までに連絡してください。

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。みんな

児童館・交流館に
あそびにきてキョ

★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。
　支障がある方は職員までお申し出ください。

5月は…

 17日(日)
 10：00～15：00

参加者募集中！
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掛川市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定の
ための住民意識調査から見えてきたこと

　共生（きょうせい）という言葉は、古事記では「共生み

（ともうみ）」と読んだそうです。「一緒に新しいものを生

む」という意味です。地域福祉の〈想い〉を語る言葉の一

つでしょうか。

　さて、このたび掛川市の地域福祉計画等を策定するに際

して、その拠りどころとなる市民の〈想い〉を聴くために

「住民意識調査」を行ったところ、多くの回答をいただき

ました。心からお礼を申し上げます。今日的には、介護の

こと、子育てのこと、災害時のこと、さらには交通手段の

ことなど､ 暮らしの中での「困りごと」の一つひとつをど

う解決して、暮らしやすい地域をつくっていくことができるのか、話題は尽きることがあり

ません。

　住民による支え合い活動について、「災害時の避難支援」もさることながら、日常的には「挨

拶や安否確認などの声かけ」や「話し相手」が上位に挙がっています。およそ顔の見える関

係の中で「お互いさま」の心情がよく表されています。医療や福祉、介護などの制度はたく

さんありますが、市民にとってはわかりやすさ､ 使いやすさこそが肝心なことです。「病院等

に関する情報提供」「介護保険の使い方」「子育て等の相談」などに関心が集まっています。

市内には「ふくしあ」（５カ所）という総合的な相談支援の拠点が整えられていますが、その

認知度は３人に１人です。全国的にも先進的でユニークなこの仕組みをさらに活かしていく

ことが課題です。

　市民が関わってきた活動をみると、「区内の草刈りや清掃活動」や「子ども会活動」が挙がっ

ています。身近で等身大の活動こそが地域福祉の出発点です。「まちづくり協議会の活動」の

認知度はまだまだですが、でも３人に１人は肯定的に評価しています。総論として地域福祉

計画等の進捗度については､厳しい評価でした。「認知症の人の支え合い活動」にしても「災

害時要援護者の支援」にしても、市民の支援力無しには何一つ実現できない課題が山積して

います。新たな計画策定をとおして近未来の掛川市版「地域共生社会」をどう創っていくの

かということが喫緊のテーマとなっているのです。

　掛川市では「みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくり」を実現するために５年に１度「掛
川市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定し地域福祉活動を推進しています。令和３
年度からの第四次計画策定に向け、昨年10月から11月にかけて、20歳以上の市民から無作
為抽出した2000人の方に郵送する形でアンケートをお願いしました。その結果から見えて
きたことを本計画策定アドバイザーの静岡福祉大学の増田樹郎先生に寄稿いただきました。
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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。

善意をありがとう

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
※第二日曜は女性優先
※�登録は写真持参でご本人が
お越しください。

10（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）17（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

 1（金）

13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

15（金）

29（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  8（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

相談名 会場 相談日 時間

福祉総合相談
介護者相談
ボランティア相談

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）
ボランティアセンター（24-6263）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

５
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和２年２月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊花笠会カラオケ大会　＊掛川市ボランティア連絡協議会大須賀支部
＊匿名１件

●寄付物品
＊伊藤国丸（掛け時計）　＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊上内田小学校（車椅子）　
＊匿名５件（タオル、カセットボンベ、介護用品、糸）

●寄付物品（フード）
＊作楽人（白米）　＊森田なぎさ（玄米）
＊第五地区民生委員児童委員協議会（米）　＊匿名２件（食品）

●収集物
＊吉良奈都代　＊斉藤昌子　＊鈴木　＊佐野　＊杉村みどり　＊橋本久子
＊沖一化工㈲　＊松本靖代　＊下俣郵便局　＊大東苑
＊訪問看護ステーション大東　＊NPO法人風の家　＊掛川市勤労者協議会
＊桜木生きがいデイサービス　＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊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
＊十王いきいきクラブ　＊横須賀幼稚園　＊土方幼稚園PTA
＊さかがわ幼稚園PTA　＊教育政策課　＊こども希望課　＊匿名３件

◆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：４月24日（金）　13：30～15：00� あいり～な２階・小会議室
南部：４月８日（水）　13：30～15：00� 大須賀支所２階・会議室　

対　象：65歳位までの方
� （大学生・専門学生含）
場　所：市内１か所の学童保育所
期　間：登録日より（土曜保育あり）
　　　　※�勤務時間・勤務日数・募集人数等

については、お問合せください。
申込み：令和２年４月30日（木）まで

【申込み・問合せ先】
　地域福祉係
　☎22-1294（担当：相澤）

～学童保育所　支援員募集～
学童保育所登録職員

◦日時：５月７日（木）
　　　　　午前の部　10：00～12：00
　　　　　午後の部　14：00～16：00
◦会場：掛川市総合福祉センター２階 教養会議室
◦締切：４月30日（木）
※�受講希望者は事前説明会が参加要件にな
ります。（講座は令和２年６月より開始。
全10回）講座日程や会場等、詳しくは
お問合せください。
【申込み・問合せ先】
　生活支援係 ☎22-1294（担当：藤田・飯田）

第３期市民後見人養成講座
事前説明会参加者募集
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かけがわ社協だより　令和２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

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。


