
上記の写真は東山口小学校での福祉教育の様子です。掛川市社協は、市内小・中・高35校が学校目標に沿った福祉
の実践・教育を行うために支援をしています。福祉教育では障がい当事者やボランティア団体、地域の方をゲストと
し、様々な方たちと共に生きる力を育むことを大切にしています。
企業、地域を対象にした福祉教育の相談にも応じています。お気軽にご相談下さい♪

福祉教育で共に生きる力を育みます

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
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生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対しての静岡県の資金の貸付制度（受付
が掛川社協）です。
　　・生計維持が困難となった世帯に対しての貸付
　　・�経済的理由や障害などにより生活課題を抱えている世帯に対しての貸付など�

他制度優先の制度です。
　　・貸付資金には種類がありますので　お問い合わせください。

善意銀行
掛川に6カ月以上在住している低所得者で一時的に生活が困窮した世帯に3万円を
上限に必要な金額の貸付を行います。
　☆本人申請で民生児童委員または福祉課の意見書が必要
　☆償還期間は最長1年
　☆相談内容によっては制度を利用できない場合があります。
　・来所の上　ご相談ください。
＜問合せ先＞　本所　生活支援係　☎22-1294（担当：蔣野・岩崎）
　　　　　　　東部ふくしあ社協　　☎23-4720　　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　　☎48-5331

　掛川市社協では、本所と市が設置した「ふくしあ」に
CSWを各２名配置し、行政・地域包括支援センター・訪問
看護ステーションの職員さんと共に活動しています。
　CSWは、地域の皆さんと身近なところで一緒に活動でき
るよう、地区担当として地区福祉協議会の活動や小地域福祉
ネットワーク活動（地域の支えあい活動）の推進を応援しな
がら、個別相談にも対応してい
ます。

　地域で活動していると、たく
さんの人との出会いがあります。
その中には、こんなに状況が悪
化する前に出会うことができて
いたらと思う人もおります。
　生活していて、「なんだか少
し気になるな･･･」「どこに伝え
たらいいのかわからないな…」
ということがありましたら、お
近くのCSWまでお伝えいただ
ければ幸いです。

コミュニティーソーシャルワーカー

生活の中には、どこに相談して
いいのかわからない困りごと、
市役所の中に明確な担当課のな
い困りごと、現在ある福祉や介
護の制度やサービスのどれにも
当てはまらなくて解決できない
ままでいる問題があります。こ
れを福祉の分野では『制度のは
ざまの問題』と呼んでいます。
コミュニティーソーシャルワー
カーは、この『制度のはざまの
問題』に地域の人たちと一緒に
向き合う専門職です。

ご 相 談 く だ さ い

テレビでもCSWが取り上げられています。NHK総合『サイレントプア』を見ましたか？

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）の仕事～地域の皆さんと一緒に～

声にならないSOSを教えてください。

2

かけがわ社協だより　平成26年８月号



～大渕地区福祉委員会～
　大渕地区は、新井、中新井、野賀、岡原、浜、東大谷、野中、藤塚、雨垂の９地区よりなっています。
福祉活動には福祉委員、民生委員、ボランティア、見守り支援員で取り組んでいます。『ふだんの暮らし
の幸せ』を願って、だれもが安心して楽しく生活できるよう、諸活動を行ってい
ます。
　サロン活動『わかばの会』は、大渕地区を東西に分けて実施しています。講師
のお話や演技も興味深いですが、福祉委員自作のビンゴゴルフで得点を競うのも
恒例の楽しみとなりました。会費は500円ですが昼
食（味噌汁、デザート付）がとても好評です。ま
た、食後のおしゃべりも楽しみの一つです。
　現在は各区で『福祉懇談会』を開催する準備をし
ています。慣れないことを進める苦労は大きいです
が、地区内の人たちが、困っている人のために助け
合い、安心した暮らしができるよう一同張り切って
活動しています。

様々な体験活動をとおして福祉教育を行っています。
○「募金活動」生徒会本部や福祉委員会が中心となり、歳末助け合
い募金や災害支援募金等を実施しています。
○「エコキャップ回収」福祉委員が学級で呼びかけ、教室に設置し
たかごを使ってエコキャップを集めています。夏休み明けには、
大量回収キャンペーンを計画しています。
○「ボランティア活動」地域で行われる敬老会や児童館まつりなど
に、ボランティアとして参加する生徒がいます。
○「職場体験活動」毎年、２年生が職場体験活動を行っています。
病院や介護施設などに行く生徒もいます。

福祉教育への取り組み紹介　～大須賀中学校～

「子育て・療育相談」をおこなっています

こんな時はありませんか？

◎どうやって育てていいかわからない　　◎子どものことで、悩んでしまう　　◎言うことを聞かない

お母さん・お父さん
１人で悩まないで楽しく子育てしましょう

　☆お子さんの発達・育児等、
不安や心配なことがありましたら
お気軽にお電話してください。
子育て相談支援員が相談にのらせて
　�いただきます。

次は佐束地区の紹介です。お楽しみに♪

無心でパット。
ビンゴになれば30点！

なんといっても楽しみなお弁当。

募金活動の様子

子育て・療育相談は予約制です

日　時　月１回（午前）
　　　　日程は社協だよりをご覧ください
場　所　掛川徳育保健センター
問合せ　掛川市社会福祉協議会
電　話　０５３７－２２－１３０９
　　　　子育て相談支援員

3

かけがわ社協だより　平成26年８月号



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

11 木 10:00 リズムランド 2 火 10:00 つくしんぼの広場２歳児 3 水 10:00 ちびっこ広場

13 土 10:00 体操遊び（大坂小） 3 水 10:00 つくしんぼの広場１歳児 5 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児）Ａ

18 木 10:00 うさぎくらぶ・こあらくらぶ
生きデイさんとの交流

4 木 10:00 すくすく広場
7 日

10:00 ハンドメイドクラブＡ

5 金
10:00 親子の広場 13:30 ハンドメイドクラブB

20 土 13:30 ダンスクラブ（アイク） 11:00 お話の広場 11 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ（１歳児）

24 水 10:00 にこにこタイム 6 土 10:00 わくわくキッズクラブ 14 日 10:00 サンデーパパ

27 土 13:30 キッズクッキング 18 木 10:00 つくしんぼの広場1・2歳児 17 水 10:00 ちびっこ広場

20 土 13:30 一輪車クラブ 20 土 9:00 中高校生と赤ちゃんのふれあい事業

27 土

10:00 アートクラブ 21 日 10:00 なんでもチャレンジクラブ

13:30 クッキングクラブ
８/23(土) ９時受付開始

26 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児）Ｂ

30 火 15:00 作ってあそぼう

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。

９月は…
21日㈰
10:00～15:00

と き：平成26年９月14日(日)　10：00～11：30
ところ：掛川市総合福祉センター　2Ｆ共用会議室
内　容：バルーンアートに挑戦。イヌや剣を作ってあそぼう！
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族
　　　　　先着10組
持ち物：参加費１家族100円・水筒　　　　　

申込み・問合せ先： 掛川児童交流館　☎24－0822

８月３日（日）９時より受付開始

サンデーパパ（申込制）

と き：平成26年９月27日（土）　
 10：00～12：00（受付9：50～）

※ 途中からだと完成しません。時間に遅れないように来てね。
ところ：大須賀児童館　図書室　
対　象：小学生以上　先着10人（申込制）
内　容：ロゼット飾り（ガーラント風）
　　　　 ★紙でくるくるっと作るバラの花。小学生低学年でも
　　　　　　作れます！お部屋に飾るとかわいいよ！

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

８月23日（土）９時より受付開始

アートクラブ（申込制）

と き：平成26年８月23日（土）　13：30～
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：二色のお月見団子
対　象：小学生　20人（先着順）＊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・
　　　　ふきん２枚・手ふきタオル・飲み物・
　　　　持ち帰り用容器

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング 募集中

☆祝日にともなう休館のお知らせ☆
９月23日（火）は

 「秋分の日」のため、休館します。

　「豆狸だ、ぽん！」「昔話　わらしべ長者」
と き：平成26年８月30日（土）　13：30～14：30

夏休み人形劇（申込制） 募集中

ところ：掛川市総合福祉センター　２Ｆ共用会議室
内　容：酒蔵の隅から狸が出てくると商売は大繁盛！
　　　　豆狸様と梅吉のゆかいな物語･･･
対　象：３歳児～（未就学児は保護者同伴）    先着120人
申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎24－0822
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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。
（※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、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。

９月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



募集

募集

募集

ふれあいレクリエーション大会で笑顔があふれました

ひきこもり支援がはじまります！

平成27年4月　希望の丘
放課後等デイサービス（障がい児学童）新設に伴い新規スタッフ募集

第30回チャリティバザー開催掛川市手をつなぐ育成会・あいあい学園・掛川工房つつじ共催

家族介護支援事業　施設見学のお知らせと参加者募集

　６月29日（日）福祉活動館にて「ふれあいレクリエーション大会」を開
催しました。本事業は障がいのある方とのふれあい交流を目的として毎年
開催しています。今回はスカットボール、フライ
ングディスク、ラージボール卓球、ボッチャの４
種目にチャレンジしました。障がいのある方へは、
同じグループの方がサポートしあう場面も見られ、
交流を通じて障がいへの理解を深めながら、参加
者みんなが楽しむことができました。（51名参加）

ひきこもり当事者や家族の声、
そして市民のみなさまの声を参考にしながら
必要な支援のあり方について、一緒に考えていきます。
ご意見ご要望などを掛川市社協本所までお寄せください。

月　　日：８月27日（水）　※送迎があります。
見 学 先： ユニチャームプロダクツ静岡工場　掛川市篠場（見学時間は10:30～12:00）
バスの発着：掛川市生涯学習センター・市役所大東支所・大須賀支所
参 加 費：750円（当日集金、昼食負担金）　対　　象：高齢者を介護している家族等
申 込 み：８月13日（水）迄　　　　　　　  服　　装：スカート以外でお願いします。
申込・問合せ先：本所　☎22-1294（担当：岩瀬）

◆在宅介護者の会・会員募集中！

　障がいのある子どもたちと、放課後や長期休暇の時間を一緒に過ごしていただける方を募
集しています。心身ともに健康で、子どもと関わることが好きな方お待ちしています!!!
●募集人数：非常勤職員（パートタイム）30人程度（平成27年３月１日付採用）
●問 合 せ：障害者支援係　☎22－1309（担当：飯田、小田）

※詳しくは掛川市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。　　

日　　時：９月15日（月）9:30～13:00　　会　　場：掛川市生涯学習センター　催物広場
物品寄贈：９月５日（金）まで。未使用品のみ（古着、本は不可）
　※掛川区域の方は、下記までお電話くだされば、お宅まで伺います。
　　大東・大須賀区域については南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協へお届けください。
主催・問合せ：手をつなぐ育成会☎21-2593    電話受付期間10:00～14:00（土日除く）

ひきこもり支援検討連絡会の立ち上げ：９月５日（金）
ひきこもり啓発講演会：11月29日（土）13:00～15:00
� 講師　日本福祉大学名誉教授　竹中哲夫氏

予告

ボッチャフライングディスク

ひとりで悩んでいる人が、
あなたのまわりにもいる
かもしれないよね。
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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

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



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

 7(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

14(日)

21(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 5(金)

13：00
～
16：00

19(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 12(金)

市役所大須賀支所1F（48-5531） 26(金)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 24(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

本所(22-1294)
東部ふくしあ社協（23-4720）
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

９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。　

善意をありがとう
（平成26年６月分）※順不同敬称略●寄付金

＊中遠環境保全㈱
●寄付物品
＊伊藤幸男（葉書、切手）＊湊としえ（介護用品）
＊伊藤国丸（掛時計）＊㈲魚藤（災害用備蓄食）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊�匿名４件（お手玉、わなげ、シルバーカー、手洗
い用洗剤、CD）
●収集物
＊山本幸子　＊鈴木由紀子　＊高橋春香　
＊塩澤時子　
＊㈱お茶の里城南　＊㈱幸栄グラフィック
＊㈱ギャバン　＊明社協掛川　＊十王町王寿会
＊西番町　＊第3民協　
＊静岡県教職員互助組合小笠支部
＊掛川市役所　高齢者支援課　＊匿名４件

 
あたたかい心を

ありがとうございます
　中遠環境保全㈱様から100万円のご寄付をいた
だきました。
　福祉事業推進のために活用させていただきます。
ありがとうございました。

　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。　対象：市内在住60歳以上の方

申込み・問合せ先
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）

申込み・問合せ先
老人福祉センター山王荘
☎72－5370（平日のみ）

高齢者生きがい教室参加者募集

箸 作 り 教 室

内　容 オリジナルのマイ箸を手作りしてみま
せんか？

開催日 8/25（月）
時　間 13：30～15：30
定　員 18人（応募者少数の場合は中止とします）
参加費 900円

持ち物 筆記用具・軍手・彫刻刀（彫刻を入れ
たい方）・いらないタオル

たまり～な会場

初心者パソコン講座

内　容
初心者向けの講座です。文字入力から
トライしましょう。
お気軽にどうぞ！

開催日 10/30（木）、10/31（金）
時　間 10：00～16：00（全2回）
定　員 10人
参加費 無料

持ち物 筆記用具・弁当・飲み物

老人福祉センター山王荘会場

◆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
同じ立場のみなさんと一緒におしゃべりをして、
日頃の悩みや不安を解消しにきませんか？仲間
があなたを待っています！当日参加もOKです。

北部：８月29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室

南部：８月20日（水）13：30～15：00
　　　大須賀支所２階・会議室
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