
　桜木生きがいデイサービスセンターの利用者がレクリエーション大会を行いました。頭の上に本を乗せ、モデル
のように歩いてリレー、うちわでパタパタ風船サッカー、最後の勝負は玉入れでした。
（生きがいデイサービスは、桜木・東部・大東・大須賀の４会場で実施しています。お気軽にお問い合わせ下さい。）

心も身体
も

　　リフ
レッシュ

!!

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

４月号

No.91

平成25年４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 ――――



講座名（仮称） 開催日
（予定） 定員 内容（予定） 対象

高齢者サロンボランティア研修会 6/3、17、24 25 高齢者サロンに関わるボランティアの
技術向上等 一般市民

障がい者とのふれあい交流事業 6/2 80 障がいをもつ方との交流 一般市民

ボランティア養成講座 ７月 50 福祉・ボランティアの入門講座、実践
で役立つ知識や活動の紹介 一般市民

市民地域福祉セミナー ７月 100 一般市民向け、地域福祉をテーマにした講演会 一般市民

精神保健福祉ボランティア
養成講座 ７月 30 精神保健に関わるボランティアの育成 一般市民

災害ボランティア講座 7/28 50 災害ボランティアセンターの立上訓練等 一般市民
小学生ふれあい交流（北部・南部） ８月前半 20 小・中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月後半 20 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

一般市民
（中学生以上）

地域ボランティア養成講座 ９月 30 地域単位で活躍するボランティアの養
成・研修 一般市民

ふれあい広場 10/20 ─
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

一般市民

青年ボランティア研修会 12/23 20 青年層のボランティア育成 高校生～
30代前半

精神保健福祉講演会 1/25 100 精神保健福祉に関わる啓発の講演会 一般市民

社会福祉大会 2/22 ─ 社会福祉に功労された方の表彰・福祉
啓発イベント 一般市民

青年学級「この指とまれ」
（掛川区域） 第２日曜

25 青年世代の障がい者の余暇活動支援 高校生～
30代前半青年学級「四つ葉の会」

（大東・大須賀区域） 第３日曜

ほっとほっとサロン北会場 第３土曜
25 精神障がい者の余暇活動支援 一般市民

ほっとほっとサロン南会場 第２土曜

平成25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）

日時　　５月11日（土）
　　　　10:00～13:00
場所　　大東児童館

～みんなつながっている～
観て・聴いて・触れて・音楽を五感で体験する

「フラワービート」公演
　その他　手作りコーナーなど

日時　　５月12日（日）
　　　　10:00～12:00
場所　　掛川児童交流館
　　　　掛川市総合福祉センター３F

アニメ漫才日本一のデジタルエンターテイメント
「アキラボーイ」が
交流館にやってくる！！
その他　楽しいことやるよ～♪

大東・大須賀児童館 掛川児童交流館
エンタの神様
出演！

 

子どもフェスタ
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次は原谷地区の紹介です。お楽しみに♪

大須賀第二地区福祉協議会
　大須賀第二地区福祉協議会は、平成23年３月に発足し２年が経過しています。地区内を４
支部に分け、各支部共に「やれる活動を進めよう」をモットーにスタートし、現在も地道に活
動しています。今後は、地域福祉活動の中で地域住民と交流しながら、互いに協力して第二地
区の福祉の向上を図っていきたいと思っています。

赤い羽根共同募金助成申請のご案内
（支援を必要としている福祉活動団体・施設からの申請を受付します）

募 集 内 容：①地域福祉活動支援事業　②福祉施設機器整備事業
　　　　　　　③地域ふれあい支え合い助成事業
助 成 時 期：①②平成26年度　③平成25年度
申請受付期間：①②平成25年４月１日（月）～５月15日（水）
　　　　　　　③　平成25年６月３日（月）～７月31日（水）
助 成 対 象：地域・ボランティア・NPO法人・社会福祉施設等が実施する福祉事業

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）にあります。また、県共同募金
会ホームページでも申請書や助成要綱がダウンロードできます。

静岡県共同募金会　URL　http://www.shizuoka-akaihane.or.jp

第一支部活動
健康講座

第二支部活動
訪問活動

第三支部活動
健康講座

第四支部活動
介護予防活動

共同募金運動の流れ（集まった募金の約70％は、集めた地域で使われています。）
市民の皆さまからの募金

（ 自治会・街頭
学校等からの募金）
⇩

掛川市共同募金委員会
（掛川市社会福祉協議会）

⇩
静岡県共同募金会

社会福祉を目的とする団体
ボランティア団体　　　　

福祉施設

掛川市社会福祉協議会

※地域福祉活動、障がい児者福祉活動、
児童及び青少年福祉活動、ボランティア
活動育成などの事業を実施します。

助成

助成

助成

3

かけがわ社協だより　平成25年４月号



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」または、児童館ホームページを
ご覧ください。（※「e-じゃん掛川」から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。
行事等で撮影した写真は、交流館内での掲示、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。
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。
申込み・内容については各館にお問合せください。

５月
行事予定

大東
児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

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

8 水 10:30 らっこくらぶ 8 水 10:00 リズムの広場 1 水 10:00 ママとちびっこ広場

9 木 10:00 リズムランド
10 金

10:00 親子の広場 3 金 10:00 わくわく広場（出張交流館）

11 土
9:45 なんでも体験クラブ 11:00 お話の広場 9 木 15:00 作って遊ぼう

10:00 子どもフェスタ 15 水 10:00 つくしんぼの広場合同遠足 11 土 10:00 けん玉の日

15 水 10:00 こあら・うさぎくらぶ（合同遠足）
18 土

10:00 スポーツチャレンジクラブ 12 日 10:00 子どもフェスタ

18 土
10:00 農業体験クラブ 13:30 一輪車クラブ 15 水 10:00 ママとちびっこ広場

13:30 キッズクッキング 25 土 13:30 クッキングクラブ4/20(土) ９時受付開始 16 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ（1歳児)

22 水 10:00 にこにこタイム 17 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ（2歳児)

25 土 14:00 大ちゃん先生と体操遊び
18 土

10:00 手作りクラブA
開催日変更のお知らせ
４月のにこにこタイムですが、
４月４日（木）に開催致します

13:30 手作りクラブB

25 土 10:00 小学生広場

26 日 10:00 体育館で遊んじゃおうクラブ
掛川キューピーおもちゃ図書館

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。

５月は…
19日㈰
10：00～15：00

と　き：４月27日（土）・６月15日（土）
　　　　８月29日（木）いずれも10：00～11：00
ところ：浜野地区の畑（※4/27は9:45大東児童館に集合）
対　象：�幼児（年少～年長）とその親　５組（全日程参加

できる親子に限ります）
参加費：１組　　500円
内　容：サツマイモやスイカを育ててみよう！
　　　　（楽しい収獲体験付）
持ち物：帽子・タオル・飲み物・長ぐつ・シャベル
※4、6月は農業体験クラブの子たちと一緒に活動するよ！
申込み：４月２日（火）９：00～�※定員になり次第終了
　　　　大東児童館　☎７２－７８３０

と　き：４月27日（土）13：30～15：30
ところ：大須賀中央公民館３F調理室
対　象：小学生20名（申込み制）
内　容：さくさくラスク
持ち物：参加費100円・エプロン・マスク・三角巾・
　　　　ふきん２枚・手ふきタオル・タッパー・飲み物
申込み：４月９日（火）15：00～
　　　　大須賀児童館　☎４８－５９６５

と　き：４月27日（土）　９：20～13：00
ところ：掛川児童交流館　交流ルーム
内　容：ウォーキング・さんり～なでお楽しみ体験
持ち物：お弁当・水筒・タオル
※現地解散希望の方は、12時半にさんりーなまでお迎えをお願いします。
申込み：４月６日（土）９：00～
　　　　掛川児童交流館　☎２４－０８２２

わくわく農業体験

クッキングクラブ

小学生広場

申込み制

休むときは、必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
それ以外は材料費をいただきますので、ご了承ください。

ミステリーウォーキング○○体験をしてみよう

児童館・交流館　5月ゴールデンウィークのお休みのお知らせ
５月３日（金）　４日（土）　５日（日）　６日（月）　お休みです。

みんなで、さんり～なまで楽しく歩いてみよう♪
着いたら、何の体験が出来るかな？当日のおたのしみ～

と　き：４月26日（金）　10：00～11：30
ところ：掛川児童交流館　　交流ルーム
対　象：乳幼児ママ・・産後３ヶ月以降　10名
　　　　　　　　　（定員になり次第締め切り）
内　容：肩こりとバストアップ　
講　師：掛川市立総合病院　理学療法士　　川合旬美氏
申込み：４月２日（火）９：００～
　　　　掛川児童交流館　　☎　２４－０８２２

ママと赤ちゃんのボディケア教室 肩こりとバストアップ
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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

募集

募集

募集 募集

障がいのある人もない人も、みんなで一緒に休日を楽しむことを目的とした交流事業です。

ゲームをやったり、季節の行事を楽しんだり・・・楽しいプログラムがいっぱいです!!

遊びのサポートをしてくださる方を募集しています。

青年世代の障がい者の余暇活動支援ボランティア

青年学級「この指とまれ」（掛川区域）
開催日時：基本毎月第２日曜日
　　　　　9:00 ～ 12:00
会　　場：総合福祉センター「あいり～な」
問 合 せ：本所　☎24-6263

　高齢者サロンのボランティアをやってみたい方、また関わり始めたばかりの方（初心者）
を対象に、ボランティア研修会を開催致します。多数のご参加をお待ちしております。

日　時　　平成25年①６月３日　②６月17日　③６月24日　月曜日
　　　　　　　9:30 ～ 11:30（9:00 ～受付開始）
会　場　　掛川市総合福祉センター「あいり～な」２階　共用会議室
対　象　　全日程参加できる未経験者か初心者の方《長期実践者はご遠慮下さい》
　　　　　（長期実践者…サロン実践者交流会は８月23日に予定されています）
内　容　　講話・3B体操・サロン情報・お助け用品紹介・手づくり小物
申込・問合せ先　本所　☎22-1294（担当：松浦幸代）

中途失聴者・難聴者の元気の出る集いin掛川
仲間との集いの和、環、輪で絆を深めよう！

日時　４月21日（日）13:00 ～ 16:00
会場　掛川市生涯学習センター
　　　　　　　　　　　　　２階　第４会議室
講演　「人工内耳装着の息子とともに歩む」
　　　講師　常葉学園大学外国語学部教授
　　　　　　良知　恵美子氏
主催　静岡県中途失聴・難聴者協会

申込み・問合せ先
　　　　☎22-0460　小野由美子

車椅子友の会　研修バス旅行 
ボランティア募集

日　　程　５月25日（土）～５月26日（日）
行 き 先　横浜市内
　　　　　（１日目）原鉄道模型博物館
　　　　　（２日目）八景島シーパラダイス
集合場所　掛川市役所　正面玄関
集合時間　7:30
参 加 費　13,000円
募集人数　若干名
締め切り　４月30日（火）
申込み・問合せ先
　　　　☎24-5333（代表：横山）

青年学級「四つ葉の会」（大東・大須賀区域）
開催日時：基本毎月第３日曜日
　　　　　9:00 ～ 12:00
会　　場：大東保健センター
　　　　　大須賀老人福祉センター
問 合 せ：大東ふくしあ社協　☎72-1135
　　　　　大須賀ふくしあ社協　☎48-5531

学級生：18歳以上（高校生を除く）も募集しています。お気軽にお問い合わせください。

平成25年度「高齢者サロンボランティア研修会」
みんなが集まる地域の居場所

♪むかし井戸端、いまサロン♪
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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

5（日） 13：00
～

15：30
12（日）
19（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）

 （23-3036）

17（金）
13：00

～
16：00

31（金）

市役所大東支所１Ｆ（72-1135） 10（金）
市役所大須賀支所１Ｆ（48-5531） 24（金）

子 育 て・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 8（水）

9：00
～

12：00
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 東部ふくしあ社協（23-4720）
本所（22-1294）

大東ふくしあ社協（72-1135）
大須賀ふくしあ社協（48-5531）子育て相談

５ 月の相談日のご案内

◆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
４月26日（金）13:30 ～ 15:00
あいり～な２階・共用会議室

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
（平成25年2月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊ユニー㈱アピタ掛川店　＊大須賀ライオンズクラブ
＊花笠会　＊子育てサークルにこにこ
＊桜木女性学級　＊わくわくフリーマーケット　＊匿名1件
●寄付物品
＊高橋ひろみ（絵本・切手）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊大東学校給食センター（タオル）　
＊上内田小学校（車椅子）　＊匿名2件（防災頭巾・玩具）
●収集物
＊髙橋春香　＊村上タカコ　＊鈴木由加里　＊萩田博
＊中嶋勇司　＊大橋治子　＊高橋ひろみ　＊榛村隆一
＊松浦梱包輸送㈱　＊㈱ギャバン静岡工場
＊三笠幼稚園PTA　＊千浜幼稚園PTA
＊乳幼児センターすこやか保護者の会
＊さかがわ幼稚園　＊中幼稚園　
＊大東学校給食センター　
＊南部大須賀地域包括支援センター
＊掛川市役所　福祉課　議会事務局　＊匿名2件
●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊日坂小学校　

募集 募集
そば打ち教室生徒募集

初心者大歓迎！楽しく本格的なそば打ち
教室で、おいしいおそばを作りましょう。

対象：市内在住60歳以上の方

たまり～な会場（工作室）

開催日 6月14、21、28日（金）
（３回出席できる方）

時　間 10:00～12:00
定　員 12人
参加費 2,400円（３回分）

持ち物 エプロン、三角巾、持ち帰り用
容器、そば打ちのできる服装

申込み・問合せ
高齢者生きがい活動拠点事業事務局
たまり～な内　☎24-2754
（火曜・日曜・祝日休）

登録ヘルパー
業務内容：訪問介護、障害者のヘルパー
給　　与：時給1,200円
資格要件：ホームヘルパー2級以上
　　　　　年齢概ね65歳位まで
問合せ先：☎22-1309（担当：久保・伊藤）

お助け用品（カロム）新しく入りました！
　カロムは、いろいろな世代の人たちが、
一緒に遊べる、多世代コミュニケーション
ゲームです。福島県いわき市の大工さんが
手作りしています。カロムが広まることが
福島県いわき市の復興支援につながります。
貸出用として、２台あります。
お気軽にお問い合わせください。

問合せ先：本所 ☎22-1294（担当：岩崎）

　　カロムとは？
２人ないし４人で遊ぶ
おはじきゲームです。
自分（チーム）の色の
パックを指ではじいて
４隅のポケットに入れ、
最後に王様（ジャッ
ク）を落とした方が勝
ち。ビリヤードの原型
と言われています。
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