
６月２日（日）総合福祉センターにて「第６回ふれあいカップ」（グ
ラウンドゴルフ大会）を開催しました。障がいのある方も参加しま
したが、サポートが必要なときは、同じグループの方がサポートし
あう場面も見られ、心あたたまる交流となりました。（52名参加）

たくさんの笑顔
と

ナイスプレー！

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
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TEL ２２－１２９４
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市役所大東支所１階
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南部大須賀ふくしあ
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掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
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平成24年度　事業報告
詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

⑪生涯学習を進める
・地域出前講座（5地区・合計243人）
・市民地域福祉セミナー（130人）
・精神保健福祉講演会（98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・80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（2会場・59人）
・中学生福祉体験教室（44人）
・第8回社会福祉大会（600人）

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（27人）
・青年ボランティア研修会（延39人）
・�ボランティア養成講座（4回・延49人）
・ボランティア連絡協議会への支援

⑮共同募金運動の推進
・助成金活用事業（27件）
・歳末たすけあい援護金贈呈事業

（336世帯・686人）
・歳末たすけあい福祉事業助成（67件）

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

⑭地域福祉の推進と評価
・第2次スマイルプラン21の推進

平成24年度　事業別決算報告

項　　　　目 金額（円） 割合
会費・賛助会費 20,156,800 3.7％
寄 付 金 3,779,194 0.7％
県・市他補助金・受託金 291,159,123 52.9％
共同募金配分金 17,141,736 3.1％
介 護 保 険 収 入 61,574,776 11.2％
自立支援費等収入 41,295,373 7.5％
そ の 他 の 収 入 10,109,460 1.8％
前年度からの繰越金 105,004,478 19.1％

計 550,220,940 100.0％

項　　　　目 金額（円） 割合
法人運営に関する事業 22,808,081 4.1％
高齢者の方に関する事業 133,452,031 24.3％
障がいをもつ方に関する事業 60,971,874 11.1％
子ども・青少年に関する事業 106,245,578 19.3％
地域福祉に関する事業 74,585,683 13.6％
生活支援に関する事業 14,744,249 2.7％
ボランティア等に関する事業 9,128,384 1.7％
平成25年度への繰越金 128,285,060 23.2％

計 550,220,940 100.0％

収入 支出

平成24年度の事業及び決算の特徴
・�権利擁護事業の管轄エリアが掛川市のみとなったため、より多くの利用者と契約ができ、きめ細
やかな対応が可能になりました。
・経営の強化を図るため、外部認識者も交えた「経営強化委員会」をスタートさせました。
・�各「ふくしあ」に「コミュニティソーシャルワーカー」が配置され、市の施策と連携した地域福
祉を推進する体制がさらに整いました。
・�利用者の利便性向上のため、介護保険外のサービスに対応する「自費対応型訪問介護事業」を
スタートさせました。
・需要の多い福祉車両については、共同募金配分金により、2台購入しました。
・�決算関係では、自主事業である介護保険事業（訪問介護、居宅介護支援）と、障害者居宅介護
サービス事業は、いずれの事業も黒字となりました。
・基金運用では、満期となる神奈川県公債から、国債に切替え、基金の有効活用を図りました。
・�法律の改正に伴い、心身障害児学童保育所「かざぐるま」「みなみかぜ」は、自立支援法による
児童デイサービスⅡ型から、児童福祉法による放課後等デイサービスに事業に変更されました。
・平成25年度への繰越金は、当年度の運転資金として活用いたします。
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平成24年度　事業報告
平成24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設置マニュ
アルの検証と体制整備
・災害ボランティア講座

②地域をつなぐ
・小地域福祉ネットワーク活動の普及・
推進支援

③情報をつなぐ
・各種相談事業の実施
福祉総合相談（1,097件）
心配ごと相談（42件）
結婚相談（291件・結婚成立8件）
ボランティア相談（147件）

・�児童発達相談員派遣事業受託（延481人）
・�子育て相談員派遣事業受託（延1,364人）
・善意銀行貸付事業（62件）
・生活福祉資金貸付事業（25件）
・社協だよりの発行（毎月）
・社協ホームページによる福祉情報発信
・�福祉ボランティア情報の自動配信
サービス
・日常生活自立支援事業受託
相談件数（3,420件）
契約件数（52件）
支援・調査回数（771回）

④人がつながる
・青年学級「この指とまれ」（延297人）
　　　　　「四つ葉の会」（延360人）
・�精神障害者サロン
　　　　　　　「ほっとほっとサロン」
　　つくし会館（延214人）
　　大須賀老人福祉センター（延96人）
・�在宅介護者の会育成支援（本部・支部）
・第8回ふれあい広場（4,000人）
・障がい者の交流の場づくり（75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（1,610件）・介護予防（224件）
訪問介護事業（延8,930人）
介護予防訪問介護事業（延947人）

　　自費対応訪問介護（延67件）
・�障害福祉サービス事業（延3,648人）
・移動支援事業（延15人）
・精神障害者組織化支援
グラウンドゴルフ大会

（2回・延245人）

⑨環境を見直す
・車いす貸出事業（713件）
・福祉車輌の貸出事業（673件）
・高齢者外出支援サービス事業受託

（延57人）

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（34地域）
・地区福祉特別活動助成事業

（39地区、68事業）
・地域福祉実践地区連絡会

（3回・延155人）
・企画委員長連絡会（49人）
・地域ボランティア養成講座
・高齢者サロンボランティア研修会

（4回・延104人）
・お助け用品貸出事業（866件）

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55会場・複合サロン3会場
・老人福祉センターの受託
　老人福祉センター山王荘の運営
　　利用者数（延13,866人）
　　趣味クラブ活動（21クラブ・延5,854人）
　　山王荘まつりの開催（789人）
　大須賀老人福祉センターの運営
　　利用者数（延19,242人）
　　趣味クラブ活動（12クラブ・延3,476人）
　高齢者の生きがい活動拠点事業
　　利用者数（たまり～な・延18,933人）
　　高齢者生きがい事業（5教室・延4,950人）
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
　　健康生きがい講座（10講座・延5,240人）
・�老人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

（2箇所・延8,092人）
　　大東区域生きがいデイサービスセンター

（12箇所・延3,140人）
　　大須賀区域生きがいデイサービスセンター

（4箇所・延2,332人）
・生活管理指導員派遣事業受託

（延912人）

⑥子どもが躍る
・おもちゃ図書館（延621人）
・集団療育「たけのこ教室」（425人）
・児童館管理運営（指定管理）
　　大東児童館（延14,740人）
　　　各種事業（12事業・延5,327人）
　　大須賀児童館（延11,037人）
　　　各種事業（13事業・延4,690人）
・掛川児童交流館事業受託
　　掛川児童交流館（延27,623人）
　　　各種事業（16事業・延5,217人）
・子ども会連合会育成援助

（大東・大須賀地区）
・未来子育てネット育成援助
・放課後児童健全育成事業
　（学童保育10箇所受託・延57,418人）
・放課後等デイサービス事業
　　「かざぐるま」（延2,807人）
　　「みなみかぜ」（延1,333人）
・子育てサークルネットワーク事業
　　子育てサロン・サークル実践者研修会

（延58人）
　　子育てサロン・サークル実践者情報交換会

（47人）
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社会福祉協議会会員・会費ご協力のお願い社会福祉協議会会員・会費ご協力のお願い

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。

　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」をめざし、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、地域福祉を推進していくための活動は、市内各
世帯、法人事業所、福祉施設等に会員となっていただき、その会費と寄付金、市からの補助金や
委託金、共同募金助成金等を財源として行っています。
　社協の活動は、会員の皆さまによって支えられています。今年度も皆さまのご理解と、ご協力
をお願いいたします。

　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。

賛助会員加入のお願い

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。

　賛助会員としてご登録いただいている方には、今年度分のお願い文書を送らせていただいております。
どうか趣旨にご賛同いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。

20,156,800円
平成24年度　会費収入合計

地域福祉実践地域助成金
51.72%

地域福祉事業運営費（事務費）
1.69%福祉団体活動助成金

8.26%

福祉車輌・車イス貸出等
在宅福祉事業運営費

4.96%

社協運営業務委託・賃借料
9.30%

社協運営その他事務費
24.07%

一般・施設・団体・賛助会費
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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

1 木 8:30 なんでも体験クラブ（社会科見学）
1 木13:30 おたのしみ館（わくわく工作） 1 木 13:30 体育館であそぼう

2 金 13:30 おたのしみ館（わくわく工作） 2 金 13:30 体育館であそぼう

2 金 13:30 夏まつり
3 土

9:00 中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業 4 日 10:00 サンデーパパ

9 金 10:00 作ってあそぼう 13:30 一輪車クラブ 6 火 13:00 夏まつり

10 土 10:00 キッズクッキング 17 土 10:00 ＯＳＫあそびクラブ 7 水 13:00 夏まつり

17 土 10:00 農業体験クラブ（交流会）21 水 13:30 おたのしみ館（わくわく工作） 8 木 13:00 夏まつり

23 金 10:00 作ってあそぼう 22 木 13:30 おたのしみ館（わくわく工作）17 土 9:00 小学生広場（農業体験）

24 土 13:30 大ちゃんと体操遊び 24 土 10:00 スポーツチャレンジクラブ

29 木 10:00 わくわく農業体験
31 土 13:30 クッキングクラブ7/20（土）９時受付開始30 金 10:00 おたのしみ館（おはなし会）

と　き：８月３日（土）　9：00～11：30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：中高校生　15名
内　容：赤ちゃんと触れ合おう（事前学習あり）
持ち物：筆記用具、エプロン（体操服できてください）

～赤ちゃん親子も同時募集します～
対象：４ヶ月～１歳６ヶ月（首がすわっている子）５組

申込み・問合せ　大須賀児童館　☎48－5965

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業 
～中・高校生参加者募集～

と　き：８月10日（土）　10:00～
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学生　20名
内　容：ミックスピザ
持ち物：参加費100円、エプロン、三角巾、マスク、
　　　　布巾２枚、手ふきタオル、飲み物、
　　　　持ち帰り用タッパー

申込み：７月19日（金）～　先着順　

問合せ：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング

と　き：７月27日（土）　10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　
対　象：小学生（保護者の参加も歓迎）10名
内　容：初心者向け囲碁教室です。ポン抜き
　　　　ゲームや囲碁対戦を体験しましょう！
講　師：掛川囲碁同好会

申込み：７月６日（土）　９：00～

問合せ：掛川児童交流館　☎24－0822

小学生　夏休み囲碁体験教室

と　き：８月４日（日）　10：00～12：00
ところ：掛川市総合福祉センター屋外
　　　　　　　（雨天の場合は共用会議室）
対　象：就学前の子を持つ父親とその家族
内　容：親子で虫とりとかき氷屋をやります。
持ち物：虫とり網、虫かご、水筒、帽子、参加費１家族100円

申込み：７月７日（日）　９：00～
問合せ：掛川児童交流館　☎24－0822　　

サンデーパパ『虫とり＆かき氷屋さん』
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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」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」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。

８月
行事予定 大東

児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

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。

８月は…
18日㈰
10：00～15：00



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

　５月30日（木）、総合福祉センターにて市内小中高35校の福祉教育担
当教諭、協力ゲストを対象にした第１回福祉教育実践校連絡会を開催しま
した。講師に障害者生活支援センターおのころ島理事長の井出一史氏をお
迎えし、「地域福祉教育の提案」と題して講話をいただきました。課題へ
の“気づき”を与えるきっかけづくりのための、福祉の種まきを続けるこ
との重要性を学びました。

日時：８月３日（土）10:00～17:00
会場：菊川市上平川7-1
　　　　　（草笛の会施設内）
内容：チャリティーバザー、施設紹介、
　　　ふれあいステージ、模擬店等

※�チャリティー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：草笛の会　かすが　☎73-5580
　　　　　　　　　菊川寮　☎73-6202

　6月19日（水）静
岡市クーポール会館
にて静岡県社会福祉
協議会主催「地域福
祉・ボランティア活
動等推進助成事業贈呈式」が行われました。掛川
の団体では障がいのある子どもの就労体験を主活
動とする「みなみくらぶ（Ｊａｐａｎ）」と同じ
く障がいのある子どものスポーツ推進活動をして
いる「掛川市チャレンジドスポーツ協会」が受賞
されました。おめでとうございます。

日時：８月１日（木）9:00～12:00
会場：市役所大東支所
内容：障がい者ゲストと一緒に公共施設を見学し、ユニバーサルデザイン
　　　について学び、新しいデザインを考えてみよう。
対象：市内小学４～６年生　25名　※定員になり次第締切
協力：掛川市視覚障害者協会、車椅子友の会掛川支部
申込：学校の先生を通して申込み

申込・問合せ　　南部大東ふくしあ社協　☎72-1135（担当：佐藤）

日時：8月20日（火）9:30～13:30
会場：掛川市生涯学習センター　料理室�
内容：�障がいのある子もない子もみんな一緒にカレーPartyで盛り上がろう♪�
対象：市内中学生15名程度　※先着順　定員になり次第締切
参加費：200円（当日持参）

申込・問合せ　　本所　☎22-1294（担当：片岡）

ユニバーサルデザイン探検隊～みんなにやさしい町を作ろう～

暑い夏!!　カレーPartyで盛り上がろう♪

福祉教育実践校連絡会を開催しました

第31回 くさぶえ夏の祭典受賞おめでとうございます

中学生ふれあい交流事業　参加者募集 !!

小学生ふれあい交流事業　参加者募集 !!南部
会場

北部
会場

6

かけがわ社協だより　平成25年７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



次は浜野地区の紹介です。お楽しみに♪

～東山地区福祉協議会～
　平成 20年センター福祉部より地区福祉協議会に組織改正
しました。地区役員、センター役員、民生委員、保健委員、
センター婦人部で構成されております。活動内容は、子供か
ら高齢者までを対象とした夏の三世代ふれあい広場、冬の三

世代ふれあい広場と高齢者を
対象とした交通安全、保健教
室と他地区の状況を見せても
らいながら勉強会を地区福祉
協議会役員で行っております。前回は原田地区の皆さんにお
世話になりました。これからも地区の皆さんに喜ばれる福祉
活動にしていきたいと思います。

と　き：８月６日（火）　７日（水）　８日（木）
　　　　いずれも13:00～15:30
ところ：総合福祉センター　共用会議室
対　象：幼児～小・中学生（幼児は保護者同伴）
内　容：�わくわく工作、ミニ縁日など　楽しいこと

がいっぱい！！

問合せ：掛川児童交流館　☎24-0822

と　き：７月 27日（土）13:30 ～ 15:00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間他
対　象：どなたでも（幼児は保護者同伴）
内　容：射的・ヨーヨー釣り・かき氷販売等
問合せ：大須賀児童館　☎ 48-5965

と　き：８月２日（金）13:30 ～ 15:00
ところ：大東児童館
対　象：自由参加（どなたでも）
内　容：あそびコーナー・手づくりコーナー
問合せ：大東児童館　☎ 72-7830

大東・大須賀児童館、掛川児童交流館からお知らせ
もうすぐ夏休み！　大東児童館・大須賀児童館・掛川児童交流館へみんなで遊びに来てください。
『夏祭り』を下記のとおり実施します。詳しいことは、各館の8月号のおたよりをご覧ください。

大須賀児童館 掛川児童交流館

大東児童館

○苦情受付件数　13件
　サービス・事業に関すること　９件
　社会福祉協議会に関すること　３件
　地域福祉活動に関すること　　１件
　第三者委員による調整件数　　０件

　今年度も、みなさまからの声を真摯に
受けとめ、よりよい福祉サービスの提
供・地域福祉の推進に努めてまいります。

　高齢者の健康と生きがいづくりの一環として、生き
がい教室を開催します。仲間づくりと余暇活動をして
みませんか。

大須賀老人福祉センター会場

布手芸教室
～ネクタイでショルダーバック作りに挑戦！～

開催日 7/22、8/5、8/19（月）9:30～11:30
定　員 市内在住60歳以上の方15人（申込順）
参加費 材料費　200円
持ち物 ①使い古しのネクタイ

②普段お使いの洋裁道具
③筆記用具

申込方法：７月４日（木）午前９時から電話受付
申 込 先：大須賀老人福祉センター☎48-5965（平日のみ）

平成24年度１年間に受け付けました、
当会に対する苦情件数を
報告いたします。

高齢者生きがい教室参加者募集！

夏 ま
つ り

冬の三世代ふれあい広場

夏の三世代ふれあい広場
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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

4（日） 13：00
～

15：30
11（日）
18（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）

（23-3036）

2（金）

13：00
～

16：00

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）

子 育 て・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 13（火）

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

８ 月の相談日のご案内

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
７月26日（金）13：30～ 15：00
あいり～な２階・小会議室

善意をありがとう
（平成25年5月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊狩野好美　＊旧市立病院レストラン従業員一同　
＊摩耶の会　＊掛川山野草同好会
●寄付物品
＊赤堀麻利子（介護用品）＊渡辺孝次（バッグ等）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名1件（介護用品）
●収集物
＊高木富子 ＊松本富士枝 ＊髙橋春香 ＊神谷昭代
＊二の丸美術館　＊旧市立病院売店　＊海坂発行所
＊㈱ギャバン東海工場　＊ヤマハ労働組合掛川支部
＊亀の甲区楽寿会　＊掛川市役所　高齢者支援課　
＊匿名2件

　介護保険の認定にならない、60歳以上の元
気な高齢者を対象とした生きがい活動支援通所
事業所です。
活動内容：�話し相手、掃除、レクリエーション

の手伝い等
申込・問合せ先
●掛川区域
　桜 木 会 場：☎21-1815（松浦）
　東部ふくしあ会場（旧宮脇保育園）：
　　　　　　　☎21-6660（松浦）
●大須賀区域：☎48-5531（松下）
●大 東 区 域：☎72-5370（石川）

　山王荘は綺麗な緑の山を背に建ち、遠くに輝く海を眺めることのできる環境の良い老人福祉セン
ターです。この自然豊かな土地で、お元気に活動している趣味クラブのみなさんが集い、心に潤いを
与えてくれる数々の作品や演芸を披露します。
　多くのみなさんと会場でふれあいたいと思います。是非お待ちしております。

　模擬店（パン・お好み焼き・焼きそば・かき氷
五平餅・手芸小物等の販売）も出展します。
　お気軽にお立ち寄り下さい。

生きがいデイサービスボランティア募集

山
さん

 王
のう

 荘
そう

 ま つ り の ご 案 内
掛川市老人福祉センター山王荘 7月 25・26日（木・金）開催

☆作品展示☆
25日（木）9:30 ～ 15:30
26 日（金）9:30 ～ 14:30

編み物・習字
碑文谷彫・絵手紙
パッチワーク・写真など

舞踏・カラオケ・音楽
ハーモニカ・オカリナ
手品・笑いヨガなど

小学生・初心者大歓迎
バルーンアート・苔玉作り
体験もあります。(無料)

☆芸能発表☆
25日（木）・26 日（金）
10:00 ～ 14:30

☆将棋体験☆
25日（木）10:00～ 15:00
26日（金）10:00～ 13:45

☆ゲスト☆
・大坂小学校�………………�25日
・大東児童館２歳児教室�…�26日
・横須賀高等学校�…………�26日
楽しい催しを披露してくれます。

問合せ
老人福祉センター山王荘
☎72-5370
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