
日頃の活動やイベント、子育てのお役立ち情報などを発信していきます。
キョーちゃん情報も随時発信していきます。
みなさんのたくさんのアクセス、いいね！
記事のシェアをお待ちしています。

掛川市社協Facebookを見てクイズに答えた画面を
下記窓口でお見せいただくと、普段手に入らない
限定デザインのオリジナル缶バッジをプレゼントします。

クイズに答えて・・・『オリジナル缶バッジ』
プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間　　H28年6月～H28年9月
＜プレゼント窓口・問合せ先＞

施設名 住所 TEL
本所　２階事務所

掛川910-1　総合福祉センター
22－1294

本所　３階掛川児童交流館 24－0822
大東児童館 三俣620　大東保健センター 2階 72－7830
大須賀児童館 西大渕150　大須賀老人福祉センター内 48－5965

はじめました！

https://www.facebook.com/kakegawasyakyo

掛川市社会福祉協議会の

デザインは
お楽しみに

♪

数量限定
!!

ここからも
見られるキョ !!

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

６月号

No.129

平成28年６月１日発行

社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会
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　平成26年７月から生活困窮者自立促進支援モデル事業、平成27年４月より生活困窮者自
立相談支援事業・家計相談支援事業を実施しております。
　所得の減少、失業の長期化、離職など経済的な問題と合わせて生活上の様々な困難に直面
している掛川市在住の方の相談を受け、あなたにあった支援を一緒に考えていきます。

【事業実績】Ｈ27.4～Ｈ28.3 ※自立相談支援は世帯、家計相談支援は個々の支援のカウントとなります

� （自立相談）��（家計相談）

新規困窮相談件数� 139世帯� 111名

相談受付（同意あり）� 74世帯� 111名

プラン作成　　　　　� 48世帯� 97名

支援終了　　　　　　� 79世帯� 82名

支援回数　　　　　　� 2655回� 1011回

支援内容：電話相談・面談・同行・会議・電話連絡・
その他

生活困窮者自立支援事業報告

【問合せ先】生活支援係　☎22-1294（担当：児玉、石川、鈴木）

高齢者が生きがいを持ち、健康づくりを推進できる「生きがいデイサービスセンター」を各地区
で開催しています。寝たきり予防のための体操や、趣味活動の紹介などを行っています。
是非、ご参加ください。

生きがいデイ利用者募集のご案内

【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

参加対象：�掛川市に在住の60歳以上で介護保険を
利用されていない方。

内　　容：�自立体力トレーニング・頭の体操・歌・
手芸・おしゃべりなど

場　　所：指定された各地域の会場
利 用 料：１回400円（口座振替）
 ※昼食・菓子代は各会場にて異なります
送　　迎：ご自分で来られない方・ご家族で送迎で

きない方は、送迎をいたします。

～お花見の様子～

初心者パソコン教室
内　　容：初心者の方が対象です。文字入力から始

めていきましょう。パソコンに触ったこ
とのない方でもお気軽にどうぞ！

開 催 日：７月21日（木）、22日（金）
時　　間：10：00～15：00（両日とも）
定　　員：市内在住60歳以上の方　10名
参 加 費：無料
持 ち 物：筆記用具、お弁当、飲み物
受 付 日：６月28日（火）９：00～受付開始
　　　　※それ以前の連絡は受付けません。

備　　考：
・パソコンはこちらで用意します。
・２日間に渡って行われる為、両日の出席をお願い
します。
・施設内には売店や自動販売機などの設備はござい
ません。
・応募者が10名を越えた場合はキャンセル待ちと
なります。

【申込み・問合せ先】
老人福祉センター山王荘（大坂2443）
� ☎72－5370（日祝休）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かけがわ社協だより 平成 2８年６月号 

 平成 26 年 7 月から生活困窮者自立促進支援モデル事業、平成 27 年 4 月より生活困窮者自立

相談支援事業・家計相談支援事業を実施しております。 

所得の減少、失業の長期化、離職など経済的な問題と合わせて生活上の様々な困難に直面してい

る掛川市在住の方の相談を受け、あなたにあった支援を一緒に考えていきます。 

 

【事業実績】Ｈ27.4～Ｈ28.3 ※自立相談支援は世帯、家計相談支援は個々の支援のカウントとなります  

（自立相談）（家計相談） 

新規困窮相談件数  139 世帯  111 名 

相談受付（同意あり）74 世帯   111 名 

プラン作成     48 世帯      97 名 

支援終了      79 世帯   82 名 

支援回数      2655 回 1011 回  

支援内容：電話相談・面談・同行・ 

会議・電話連絡・その他 

 

生活困窮者自立支援事業報告 

【問合せ先】 

生活支援係 ☎22-1294（担当：児玉、石川、鈴木） 

参加対象：掛川市に在住の 60 歳以上で介護保険を 

利用されていない方。 

内 容：自立体力トレーニング・頭の体操・歌・ 

手芸・おしゃべりなど 

場 所：指定された各地域の会場 

利 用 料：1 回 400 円（口座振替） 

※昼食・菓子代は各会場にて異なります 

送 迎：ご自分で来られない方・ご家族で送迎 

できない方は、送迎をいたします. 

【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 

高齢者が生きがいを持ち、健康づくりを推進できる「生きがいデイサービスセンター」を各地区で開催し

ています。寝たきり予防のための体操や、趣味活動の紹介などを行っています。 

是非、ご参加ください。 

～お花見の様子～ 

生きがいデイ利用者募集のご案内 

内 容：初心者の方が対象です。文字入力から 

始めていきましょう。パソコンに触っ 

たことのない方でもお気軽にどうぞ！ 

開催日：7 月 21 日（木）、22 日（金） 

時 間：10:00～15:00（両日とも） 

定 員：市内在住 60 歳以上の方 10 名 

参加費：無料 

持ち物：筆記用具、お弁当、飲み物 

受付日：6 月 28 日（火）9:00～受付開始 

    ※それ以前の連絡は受付けません。 

 

備 考： 

・パソコンはこちらで用意します。 

・2 日間に渡って行われる為、両日の出席をお願い

します。 

・施設内には売店や自動販売機などの設備はござい

ません。 

・応募者が 10 名を越えた場合はキャンセル待ちと

なります。 

 
【申込み・問合せ先】 

老人福祉センター山王荘（大坂 2443）

72－5370（日祝休）

初心者パソコン教室 

募集

募集
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～浜野区福祉委員会～

次は桜木地区の紹介です。お楽しみに♪

✿ふれあいサロン✿

毎月第1月曜日開催
ボランティアを含め25名程
度の参加があり、楽しく活動
しています。�

✿福祉懇談会✿

（認知症サポーター養成講座
を開催）
南部大東地域包括支援セン
ター皆さんに講演、寸劇など
をしていただきました。

✿ふれあい交流会✿

「大須賀どじょうすくいの会」
による手品や安木節、子ども
会による合唱、ビンゴゲーム
で大変盛り上がりました。

地区の皆様が明るく楽
しく過ごせる様、この
ような活動をこれから
も続けていきたいと考
えています。

　今後５年間の地域福祉活動の推進の指標となる「第三
次地域福祉計画・地域福祉活動計画」が完成しました。
　計画の中で、住民の皆さま・行政・市社協と協働して、
みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりを進めていくた
めに取り組んでいくべき施策や事業を具体的に示してい
ます。
　計画の推進には、住民の皆さまの協力が欠かせません。
引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

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を推進します！

傾聴には、信頼関係の構築、孤立感からの解放、気持ちをスッキリさせるなど、ストレスを和らげ
る効果があるといわれています。あなたもこの機会にコミュニケーション力を高めてみませんか？
是非お誘い合わせのうえご参加ください。

日　時：平成28年 8月28日 (日)　13:30～15:30(受付 13:00～)
講　師：大阪経済大学 教授 古宮 昇 氏（臨床心理士）
会　場：22世紀の丘公園たまり～な　大研修室
対　象：市民100名　※定員になり次第締切
【申込み・問合せ先】地域福祉係　22-1294　(担当:川又)

聴く耳 づくりでコミュニケーション力 アップ！
平成28年度　精神保健福祉講演会

笑いヨガ

募集
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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

2 土

10:00 農業体験クラブ（小学生） 2 土 10:00 プレママ 1 金 10：00 ふたごの日

14:00 体操遊び１．２年生 6 水 10:00 つくしんぼの広場1歳児 6 水 10：00 ちびっこ広場

15:30 体操遊び3年生～ 7 木 10:00 つくしんぼの広場2歳児 7 木  9:45
10:45

ち～ちゃいもんひよこＡ
ち～ちゃいもんひよこＢ

5 火 15:00
15:35 英語で遊ぼう（園児） 8 金 11:00 お話の広場 ８ 金  9:45

10:45
ち～ちゃいもんうさぎＡ
ち～ちゃいもんうさぎＢ

6 水 放課後 移動児童館（千浜小学校） 9 土 13:30 一輪車クラブ
９ 土

10:00 おもちゃ病院

9 土 13:30 ダンスクラブ（小学生） 13 水 10:00 つくしんぼの広場1歳児 10:00 なんでもチャレンジクラブ

13 水
10:00 ぱんだくらぶ０歳児 14 木 10:00 つくしんぼの広場2歳児 16 土  9：00

10：30
13：30

ハンドメイドＡ
ハンドメイドＡ
ハンドメイドＢ

放課後 移動児童館（佐束小学校） 23 土 10:00 作って遊ぼう楽しもう 20 水 10：00 ちびっこ広場

14 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（1.2歳児） 23 土 10:00 性教育ワーク

16 土 10:00 農業体験クラブ（小学生） 27 水 13:30 わくわく（工作）

23 土 13：30 キッズクッキング（小学生） 28 木 13:30 わくわく（カプラ・ドミノ）

28 木 10:30 うさぎ・こあらくらぶ（1.2歳児） 29 金 10:00 囲碁体験
29 金 13:30 夏まつり 30 土 13:30 夏まつり

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前�11：00～　午後 �3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

31 日 13:30 夏まつり

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。

７月は…
 17日（日）
 10：00～15：00

とき：平成28年６月25日（土）13：30～15：00
場　所：大東保健センター　調理室
内　容：エッグタルト
対　象：小学生１～６年生　20人 ( 先着順 )　申込み制
� 　自分で申し込んでね。
持ち物：参加費 100 円・エプロン・三角巾・マスク・飲物
� ふきん 2枚・手ふきタオル・持ち帰り用容器
� 出席カード（初参加者には当日渡します。）
申込み・問合せ先　大東児童館　☎72－7830
※休む時は前日までに児童館に連絡してください。

キッズクッキング　申込み受付中

とき：平成28年６月19日（日）9：30～12：30
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：３歳から小学生低学年と父親�
内　容：カレーパーティー
持ち物：材料費（1家族）500円・水筒・手拭きタオル
� カレースプーン・エプロン・三角巾・マスク
申込み・問合せ先　掛川児童交流館　☎24－0822
※休む時は前日までに児童館に連絡してください。

サンデーパパ　申込み受付中

とき：平成28年６月11日（土）10：00～11：30
ところ：大須賀児童館
対　象：小学生20人（先着）
内　容：スライム遊び
持ち物：水筒・タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

作って遊ぼう楽しもう！（大須賀）　申込み受付中
とき：平成28年７月２日（土）10：00～11：30
ところ：大須賀児童館
対　象：出産を控えた妊婦さん15人
内　容：先輩ママとの交流
　　　　お茶をしながらゆっくりお話し、出産や子育ての�

不安等を解消し出産に臨みましょう。
持ち物：参加費50円（お菓子代）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

プレママ集まれ！（大須賀）　申込み受付中

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ
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７月
行事予定



◎募集職種
　　支援員及び看護師（①常勤�②非常勤）
◎勤務形態
　　①９：30～18：15
　　②平日�13：00～18：00
　�①②長期休暇�８：30～17：30（4～8時間）
◎時給
　　・支援員� 920円
　　・看護師� 1,465円
　　　（※常勤は月給）

　吹き矢体験を開催しました！
　５月８日（日）掛川市総合福祉センター
福祉活動館にて、障がい者との交流の場づ
くり事業「吹き矢体験」を開催しました。
　障がいの有無に関わらず約50人の方が
参加し、吹き矢を楽しんでいただきました。
　小さなお子さ
んも、的との距
離を調整しなが
ら楽しんでいた
だきました。

◎参加日時：毎月第３日曜日　９：30～15：30の間でご都合の良い時間
◎会　　場：掛川市総合福祉センター３Ｆ　児童交流館（プレイルーム）
◎参加対象：中学生～大人　子どもと遊ぶことが好きな方
◎内　　容：☆子ども達と一緒に遊ぶ　☆おもちゃの貸し出しのお手伝い
　　　　　　☆おもちゃの整理・保管・片付け　☆おもちゃの修理
　　　　　　☆おもちゃの寄付　☆資金面での寄付

　「おもちゃ図書館」は、いろいろなおもちゃで遊ぶことを通して、障がいのある子もない子
も共に育ち合う場として開催されています。
　おもちゃの出し入れをしたり、来館された子ども達と一緒に遊んだりしてくださる方を募集
しています。　是非、私たちと一緒に、楽しいおもちゃ図書館を作っていきましょう。

日時：平成28年８月６日（土）13：30～15：30
会場：総合福祉センター　あいり～な　２階　共用会議室
対象：災害ボランティアに興味のある方、50人　※定員になり次第締切
【申込み・問合せ先】地域福祉係　☎22-1294（担当：黒柳・渡部）

～おもちゃ図書館ボランティア募集～

陸前高田市の前副市長である久保田氏をお招きします。
当時の様子、復興の様子を話していただき、もう一度、災害の恐ろしさ、
ボランティアの必要性をみなさんと一緒に学びます。

災害ボランティア講座　参加者募集!!
～３．１１の 声 を掛川に届ける～

【問合せ先】
障害者支援係　☎22-1309
（担当：山﨑、後藤）

【問合せ先】
障害者支援係　☎22-1309
（担当：黒田、小田）

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

募集

募集

募集報告

久保田崇氏

放課後等デイサービス（障がい児学童）
スタッフ募集

5

かけがわ社協だより　平成28年 6 月号

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



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

◆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：６月24日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：６月８日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

（平成28年4月分）※順不同敬称略

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

 3（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

10（日）
17（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）

 1（金）

13：00
～
16：00

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）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 27（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

７
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

●寄付物品
＊加茂下三江子（ハガキ）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊掛川市赤十字奉仕団（ハガキ他）
＊掛川市心身障がい児の放課後と長期休暇を

考える会（イエローレシート）
＊匿名３件（米、ハガキ、玩具）

●寄付金
＊カサブランカ 笠原明
＊駄菓子やっこ
＊和田森友聖

●収集物
＊森下和子　＊高橋春香　＊岡山淳　＊石川春枝　＊鈴木はま子
＊八木昌子　＊近光博　
＊海坂発行所　＊㈱金田組　＊㈲平野建材　＊㈱山本組　＊㈱ギャバン
＊戸塚書道教室　＊カラオケ やまびこ会　＊大谷町区
＊西大谷ほほえみ桜会　＊第3地区民生委員児童委員協議会　
＊第4地区民生委員児童委員協議会　＊土方小学校　
＊市役所　福祉課
＊匿名２件

◆家族介護支援事業◆
介　護　教　室 ◆市民地域福祉セミナー◆

日　　時　６月29日（水）13：30～15：00
会　　場　総合福祉センター　２階共用会議室
講　　師　ウエルシア薬局㈱
　　　　　　　薬剤師　松下 久美子 氏
対　　象　高齢者を介護している家族等
申込締切　６月22日（水）
申込み・問合せ先
　地域福祉係　☎22-1294（担当：堀場）
♪在宅介護者の会・会員募集中♪

誰もが安心して暮らすことができる地域づくり
～地域の声なきSOSに向き合う～

日　時：７月４日（月）13：30～15：30
会　場：掛川市生涯学習センター�第四会議室
講　師：大阪府豊中市社会福祉協議会
　　　　勝部福祉推進室長　勝部麗子氏
対　象：市民　120名
参加費：無料

　地域福祉の必要性や小地域福祉ネットワーク
活動について、広く市民の皆様に知っていただ
くために開催するセミナーです。
　皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

介護される人も介護するあなたも健康でいる為に…

募集
参加者

【申込み・問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294
（担当：松浦・堀場）
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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。


