
　５月12日（日）第２回ママフェスが福祉活動館にて行われました。
　昨年度より出展者が増え、ベビーダンスやワークショップ、フリーマーケット、ボランティアなど多くの方に
参加して頂きました。
　ポコアポコさんのコンサートでは、「2020年東京オリンピック応援ソング“パプリカ”」を子ども達がみんな
の前で披露し会場を盛り上げてくれました。
　ママ達の思いがつまったお祭りはたくさんの笑顔があふれ大成功となりました。

やっぱりママって最高！

第2回 ママフェス 開催

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/
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７月号

No.166

令和元年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 ――――



平成30年度の主な特徴
・第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画（スマイルプランかけがわ21、平成28～令和2
年度）の中間年にあたり、計画の見直しをおこないました。
・地域においては、地区まちづくり協議会との組織見直しなども含め、地域における活動の
支援をおこないました。
・成年後見制度における市民後見人養成のため、掛川市・菊川市・御前崎市の行政・社協が
事務局となり、市民後見人養成講座をスタートさせました。
・ふくしあエリアにおける第２層生活支援コーディネーター（SC）を配置し、地域におけ
る支えあいの活動の推進体制を整えました。また、支えあい活動の普及推進のため、行政
と共に「地域支えあい推進フォーラム」を開催しました。
・令和元年度末をもって介護保険における居宅介護支援事業及び訪問介護事業を終了するに
あたり、利用者及び関係事業者等の調整を開始しました。
･掛川児童交流館は、開設10周年を迎え、通算来場者30万人を突破しました。
・学童保育所は需要の高まりとともに大坂小学童に新たに分室が開設され、社協
の運営は13箇所となりました。

事 業 報 告
詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

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（２回・26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
・企業の社会貢献・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
・一般募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・助成金活用事業（31件）
・歳末たすけあい援護金贈呈事業（188世帯）
・歳末福祉事業助成事業（98団体）
・赤い羽根地域福祉促進助成事業（６件）

収 入 支 出
項　　　目 金　　額 割合

会 費・ 賛 助 会 費 19,323,242 2.8％

寄 付 金 3,686,962 0.6％

県・市他補助金・受託金 375,531,432 54.9％

共 同 募 金 配 分 金 13,908,633 2.0％

介 護 保 険 収 入 31,429,855 4.6％

自 立 支 援 費 等 収 入 66,418,317 9.7％

そ の 他 の 収 入 13,573,510 2.0％

前年度からの繰越金 160,092,472 23.4％

計 683,964,423 100％

項　　　目 金　　額 割合
法人運営に関する事業 49,482,529 7.2％

高齢者の方に関する事業 107,645,964 15.8％

障がいをもつ方に関する事業 84,381,892 12.4％

子ども・青少年に関する事業 126,582,604 18.5％

地域福祉に関する事業 87,105,021 12.7％

生活支援に関する事業 38,488,110 5.6％

ボランティア等に関する事業 13,898,360 2.0％

翌 年 度 へ の 繰 越 金 176,379,943 25.8％

計 683,964,423 100％

平成30年度　事業別決算報告 単位：円
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平成30年度
平成30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。
①安心をつなぐ
・災害ボランティアセンター運営マニュ
アルの検証と体制整備
・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の活動の立ち上げ
③情報をつなぐ
・各種相談事業の実施

福祉総合相談（5,843件）
心配ごと相談（50件）
結婚相談（497件・結婚成立13件）
ボランティア相談（125件）

・児童発達相談員派遣事業受託（延194回）
おやこ教室たけのこ（延1,075人）
養育支援訪問（44回）
子育て相談（37件）

・善意銀行貸付事業（22件）
・生活福祉資金貸付事業（2件）
・生活困窮者自立支援事業
総合・貸付相談件数（65件）
相談受付（同意）件数（44件）
プラン作成（34件）
困窮支援回数（809回）

・生活困窮者家計相談支援事業
総合・貸付相談件数（65件）
相談受付（同意）件数（47件）
プラン作成（46件）
困窮支援回数（1,290回）

・社協だよりの発行（毎月）
・ボランティア情報の提供
・児童館・児童交流館だよりの発行
・社協ホームページによる福祉情報発信
・日常生活自立支援事業受託
相談件数（5,146件）
契約件数（43件）
支援・調査回数（1,079回）

④人がつながる
・青年学級「この指とまれ」（延313人）
　　　　　 「四つ葉の会」（延385人）
・精神障がい者サロン「ほっとほっとサロン」
　　つくし会館（延284人）
　　大須賀老人福祉センター（延148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121人）
　　笑顔のつどい南部会場（延57人）
・第14回ふれあい広場（2,500人）
・障がい者の交流の場づくり（26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72会場・複合サロン14会場
・老人福祉センターの管理運営（指定管理）
　老人福祉センター山王荘
　　利用者数（延13,335人）
　　趣味クラブ活動（21クラブ・延5,200人）
　　山王荘まつりの開催（675人）
　大須賀老人福祉センター
　　利用者数（延18,432人）
　　趣味クラブ活動（15クラブ・延3,143人）
・高齢者の生きがい活動拠点事業（受託）
　　利用者数（たまり～な・延19,705人）
　　趣味クラブ活動（37クラブ・延12,745人）
・シニア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
� （20コース・延6,704人）
　　大東区域生きがいデイサービスセンター
� （11コース・延3,095人）
　　大須賀区域生きがいデイサービスセンター
� （４コース・延2,273人）

⑥子どもが躍る
・おもちゃ図書館（832人）
・児童館管理運営（指定管理）
　大東児童館（延20,312人）
　　各種事業（13事業・延7,978人）
　大須賀児童館（延14,544人）
　　各種事業（11事業・延5,511人）
・掛川児童交流館事業受託
・掛川児童交流館（延35,411人）
　　各種事業（22事業・延8,960人）
・子ども会連合会育成援助（大東・大須賀地区）
・放課後児童健全育成事業
� （学童保育13箇所・受託70,973人）
�・放課後等デイサービス事業
　 「はるかぜ」�（4,305人）
　 「かざぐるま」（1,032人）
　 「みなみかぜ」（2,338人）
・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（25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（延1,000件）
　　介護予防プラン作成（延176件）
　　認定調査（延47件）
・訪問介護事業（延3,201人）
　　介護予防訪問介護事業（延501人）
・自費対応訪問介護事業（延10人17件）
・障害福祉サービス事業（延3,145人）
・移動支援事業（延50人）
・ひきこもり者支援
　　ひきこもり啓発講演会（66人）
　　学習会サロン・おしゃべり会（延97人）

⑨環境を見直す
・車いす貸出事業（715件）
・福祉車輌の貸出事業（655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（35地域）
・地域福祉協議会新任役員研修会（49人）
・特別活動助成事業�（33地区、103事業）
・地域福祉協議会連絡会（12回・延292人）
・高齢者サロンボランティア研修会
� （３回・延91人）
・お助け用品貸出事業（1,592件）
⑪生涯学習を進める
・地域出前講座（３地区108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・84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・31人）
・小学生福祉体験教室（19人）
・中学生福祉体験教室（10人）
・第14回社会福祉大会（550人）

3

かけがわ社協だより　令和元年７月号



～賛助会費加入のお願い～ 

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。 

地域福祉協議会助成

金・地域福祉活動推進

特別助成金

47.72％

地域福祉事業運営費

10.34％

福祉団体活動助成金

6.96%

福祉車輌・車イス貸出

等在宅福祉事業運営費

6.09％

社協運営費・その他

28.89％

一般・施設・団体・賛助会費

 
 

 

かけがわ社協だより 令和元年 7 月号 

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」を目指して、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。これらの活動は、市民の皆さ

まから寄せられました会費、寄付金や市からの補助金、共同募金助成金などを財源とし

ております。今年度も行政と協働し、地域の「福祉力」が向上するための活動を職員一

丸となって取り組んでまいりますので、皆さまのご理解と、ご協力をお願いいたします。 

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。 

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。 
平成 30 年度 会費収入合計 

 

社会福祉協議会活動へのご賛同のお願い 
市民の皆さまへ 

 
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。 
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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

2 金 10:00 こあらくらぶ（山王荘まつり）
1 木

10:00 ふくしあ子育て相談 1 木 10:00 えんにち広場
3 土 13:30 ハンドメイド教室（小学生） 10:00 英語であそぼう（幼児） 13:30 あそびの広場
24 土 13:20 キッズクッキング（小学生） 11:00 英語で遊ぼう（小学生） 2 金 10:00 夏休みわくわく社会科見学

2 金 13:30 夏まつり 10 土 10:00 おもちゃ病院
5

～
10

月

～
土

10:00

～

16:00

工作しゅうかん
・クラフト貯金箱
・キョーちゃんこま

13:30 にこにこたまご
21 水 10:00 ちびっこ広場
23 金 10:00 なんでもチャレンジクラブ

6 火 10:00 英語であそぼう（幼児） 24 土 10:00 常葉サイエンス
11:00 英語で遊ぼう（小学生） 25 日 10:00 ふたごの日

8 木 13:30 そばうち体験

9 金 10:00 英語であそぼう（幼児）
11:00 英語で遊ぼう（小学生）

22 木 10:00 英語であそぼう（幼児）
11:00 英語で遊ぼう（小学生）

８月行事予定

と　き：７月31日（水）10：00～11：30
ところ：総合福祉センター２F　教養会議室（共用会議室）
対　象：３才以上どなたでも　20人（先着順）
　　　　（未就学児は保護者同伴でお願いします）
内　容：射的・割りばしロケット
持ち物：作品を入れる袋（大きめ）、水筒
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

夏休みわくわく工作
７月13日(土）9:00～申込み受付開始

と　き：８月１日（木）・６日（火）・９（金）・22（木）計４回
　　　 幼児10：00～10：40、小学生11：00～11：45
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：幼児・小学４年生まで　各20人（先着順）
　　　　（未就学児は保護者同伴でお願いします）
内　容：マリンディ先生と英語であそびましょう。
申込み方法：�参加費1,500円を添えて来館にて申し込んでく

ださい。申込みは保護者同伴でお願いします。
持ち物：水筒、タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

なつやすみ「えいごであそぼう」
７月10日（水）15：00～申込み受付開始

と　き：７月10日（水）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：妊娠中の妊婦さん（旦那さんの参加も大歓迎です）　
内　容：�友達づくり、フォトフレーム作り、フリートーク
　　　　絵本・手遊びの紹介　など�
申込み：来館または電話にてお願いします。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

妊婦さんクラブ　毎月１０日　主に10:00～11:00

にこにこたまご　随時受付中

と　き：７月31日（水）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室�
対　象：年長児~小学生　10人（先着順）
　　　　（年長児は保護者同伴、親子での参加もOKです）
内　容：ポン抜きゲーム、簡単囲碁体験
持ち物：水筒�
講　師：掛川囲碁同好会
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822 

囲碁体験教室
７月13日（土）9:00～申込み受付開始

と　き：７月20日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学生　20人（先着順）
内　容：白玉あんみつキラキラソース
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、持ち帰り容器、ビ
ニール袋、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 

キッズクッキング
７月６日（土）9：30～申込み受付開始

★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。

と　き：7月31日（水）10：00～11：30
ところ：大東児童館�
対　象：小学生　20人（先着順）
内　容：�常葉大学附属菊川中学・高校の自然科学部の学生が

先生になるよ。一緒に実験したり作ったりしてサイ
エンスに親しもう！

持ち物：参加費200円、手ふきタオル、水筒
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

わくわくサイエンス（有料）
７月６日（土）9：30～申込み受付開始

★お話の広場★　午前11:00～
８月は、6日・27日です。
手遊び・絵本の読み聞かせなど

★おはなしの木★　午前11：00～
８月は、22日・29日です。
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

７月12日に予定しておりました移動児童館（曽我小）
は中止になりました。お詫びして訂正申し上げます。

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。　

８月は…
 18日（日）
 10：00～15：00

小学生は
自分で申込み
� してね。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ
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日　時：８月７日（水）9:30～12:00
場　所：老人福祉センター山王荘
内　容：�高齢者のお話、擬似体験、牛乳パッ

クで作るオリジナルハガキ
　　　　※詳細はお問合せください。
持ち物：�筆記用具、上履き、飲み物、タオ

ル３枚、牛乳パック、新聞紙
対　象：市内小学４～６年生（※先着順15人）

大東児童館

と　き：７月26日（金）13:30～15:00
ところ：大東児童館�
内　容：�かき氷屋さん、射的
　　　　キョーちゃんヒモ引きゲーム
　　　　キョーちゃんころころゲーム
　　　　キョーちゃんシールラリー

掛川児童交流館
と　き：７月27日（土）
　　　　　　13:30～16:00
ところ：掛川児童交流館
内　容：オープニング
　　　　～フラダンスとパプリカダンス～
縁日コーナー：射的、ひもくじ等
工作コーナー：うちわ、花ゴマ等
飲食コーナー：らくがきせんべい
� かき氷、パフェ等

大須賀児童館

と　き：８月２日（金）13:30～15:30
ところ：�大須賀老人福祉センター
内　容：�遊びコーナー、工作コーナー、�

飲食コーナー　★綿菓子も作れるよ。
　　　　駄菓子やっこさんも出店予定

＊送迎バス時刻表＊
行き 帰り

8:45 社会福祉協議会　本所 12:00 山王荘

9:15 山王荘 12:30 社会福祉協議会　本所
� 社会福祉協議会本所からのみバス送迎有り

自分だけのオリジナルハガキを作ろう ! !
小学生ふれあい交流事業

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

【申込み・問合せ先】
地域福祉係☎22-1294
担当：小柳・馬淵

児童交流館：24-0822
大東児童館：72-7830
大須賀児童館：48-5965

傾聴ボランティア養成講座 第37回 くさぶえの祭典
　「傾聴ボランティア」という活動があることをご
存じですか？傾聴とは、耳を傾けて熱心に聞くこと、
大人から子どもまですべての人間関係の基本となる
ものです。
　話し相手を必要としている人のために、家族のた
めに、自分のために、傾聴する事を学んでみません
か？

日　時：９月28日（土）9:30～14:00
会　場：菊川市上平川7－1
� （草笛の会施設内）
内　容：�チャリティバザー、施設紹介、

ふれあいステージ、模擬店等
※�チャリティバザー提供品として、食
品、生活雑貨等ありましたら、ご協
力をお願いします。

【問合せ先】
　草笛の会�かすが�☎73－5580
　　　　�　菊川寮�☎73－6202

日　時：８月26日（月）　9:00～16:00
会　場：総合福祉センター　あいり～な２階
　　　　教養（共用）会議室
講　師：NPO法人日本傾聴ボランティア協会
　　　　山田　豊吉　氏
定　員：30人（事前申込制）
申込み先：地域福祉係　�☎22－1294
　　　　　　　　　　　�担当：小柳・馬淵

なつまつり

＊ボランティア募集中＊
一緒に夏まつりを
　　　　もりあげよう！
申込みは各館まで
　　　お願いします。

パプリカダンス部
募集中！
待ってるよ❤

募集 募集

キョーちゃん
にも会えるよ！
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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



日　　時：９月６日（金）10:00～14:00
見 学 先：社会福祉法人　和松会（菊川市）
　　　　　①いきいきホーム松風苑
　　　　　②軽費老人ホーム和松園
　　　　　③特別養護老人ホーム松秀園
内　　容：施設概要の説明・見学、昼食懇談会
対　　象：介護をされている家族等
参 加 費：800円（昼食代）※当日集金

【申込み・問合せ先】
中部ふくしあ
　☎28－8546
� 担当：後藤

次回は粟本地区の紹介です。お楽しみに♪

　今回は子育て支援部の活動のひとつ「上内田にこにこひろば」
について紹介します。
　掛川市が実施している「子育て支援センター・つどいの広場」
のひとつで「ひろば型」に属します。市と委託契約を交わし、
本年度は年間144日開放する予定です。ちなみに昨年度の利用
者は5,300人余りでした。
　利用できるのは、０歳から３歳までの幼児（幼稚園入園前ま
で）とその保護者（父母や祖父母等）で市内に限らず県内外の
方でもOKです。もちろん無料です。
　毎回、幼児や保護者への支援活動を実施しており、好評なの
が、カレーパーティー・クリスマス会・豆まき・ハロウィン・
誕生会・英語で遊ぼう等です。
　本年度からは写真のような「ユニット砂場」を改良し好評を
得ています。�

今年も山王荘で活動している趣味クラブのみなさんの演芸発表や作品展示などを行う『山王荘まつり』を
開催します。入場無料でどなたでも来場できます。是非お越しください♪

日時　8月 2日（金）　10:00 ～ 14:30　

　　　8月 3日（土）　10:00 ～ 14:30

【問合せ先】老人福祉センター山王荘（大坂�2443）☎72－5370

～上内田地区福祉協議会～

介護福祉施設を見学してみませんか？
家族介護支援事業

平成30年度　山王荘まつりの様子

カレーパーティーのじゃがいも、
玉ねぎも作っています。

好評のユニット砂場です。

山
さん

王
のう

荘
そう

まつりのご案内

そ の 他：見学先までバス送迎があります。
　　　　　乗車場所は下記４箇所です。
　　　　　（あいり～な・大東支所・北運動場・大須賀支所）
　　　　　乗車についての詳細は問合せください。
申込み締切：８月23日（金）

募集

・芸能発表・作品展示

・ゲスト出演・体験コーナー

・抽選会　　など

おにぎりやパン・五平餅
　　などの販売もします！！

キョーちゃんもいくよ
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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。

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。

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）18（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

 2（金）

13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

16（金）

30（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

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

（令和元年5月分）※順不同敬称略

◆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26日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：７月10日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３階・会議室

食べ物がなくて困っている方を対象に
食品の支援を行っています

●寄付金
＊大東島信会
＊掛川成年後見を学ぶ会
●寄付物品
＊小野田泰雄（未使用ハガキ）
＊青野清子（文具）

＊榑松雅晃（タオル類）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊掛川市赤十字奉仕団（タオル）
＊匿名１件（未使用切手）
●寄付物品（フード）
＊山脇たかこ（食品）

●収集物
＊青野清子　＊永田久子　＊小野田泰雄　＊倉元みつ江
＊高橋春香　＊青山俊夫　＊沖一化工㈲　＊桑原土建㈱　
＊ヤマハ労働組合掛川支部　＊中東遠環境保全㈱　＊大東苑　
＊戸塚書道教室　＊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　＊十王いきいきクラブ
＊城北小学校　＊福祉課　＊匿名3件

※70歳まで
◎時間【平日】13:00～18:00（はるかぜ）
　　　　　　　13:15～18:15（かざぐるま）
　　　 【長期】 �８:30～17:15（うち４時間以上）
◎時給　　920円
◎その他　有休あり（半年後より）
　　　　　�保育士、教員免許、福祉サービス経

験があればなお可
✿運転手急募！！
　◎上記時間のうち、30分から1時間くらい
✿�夏休みボランティアも募集しています。（学
生可）子どもが好きな方、お気軽にお問い合
わせください。

放課後等デイサービス
　✿パートスタッフ募集

《お詫びと訂正》
・�社協だより６月号Ｐ3「福祉教育への取り組み紹介」の欄で、
「掛川市立西高等学校」と記載しましたが、正しくは「静岡
県立掛川西高等学校」でした。
・�社協だより６月号表紙に「高齢者の介護予防の申請をされて
いない方」と記載しましたが、正しくは「高齢者の介護予防
を目的とし、介護保険を申請されていない方」でした。
　お詫びして訂正いたします。

問合せ先：障害者支援係
� （黒田・森田）☎22－1309

≪対  象≫
・賞味期限１カ月以上の未開封の食品
・生鮮食品は受け付けていません
　※詳細は社協HPをご覧ください
≪回収場所≫
　①掛川市役所　　②社協本所
　③大東ふくしあ　④大須賀ふくしあ
≪期　間≫　８／１～８／31まで
≪問合せ先≫　生活支援係　☎22－1294
� （担当：藤田・春田・稲葉）

募集フードバンクにご協力をお願いします
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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。


