
　ずっと元気でいるために、一日中楽しく過ごすことができる生きがいデイサービスセンターへお越し
下さい。
　男性利用者お待ちしております。介護認定非該当の方で、60歳以上の方が利用できます。
○桜木会場：☎21-1815　○東部会場：☎21-6660
○大東会場：☎72-5370　○大須賀会場：☎48-5531　までお問合せ下さい。

桜木会場

大東会場

東部会場

大須賀会場

年末恒例
お楽しみ会

美味しいものが出来ました

息を
合わせて
合唱

賑やかに
お花見

生きがいデイサービスセンターの皆さん
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

２月号

No.113

平成27年２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 ――――



　年の暮れ12月1日から31日まで、毎年行われる「歳末たすけあい募金」には、いつもみなさ
まのご協力をたくさん頂いております。この冬も、その暖かい心が届きました。本当にありがと
うございました。
　みなさまからご協力いただいた募金は、全額を静岡県共同募金会（県共募）へ送金しました。
　そして、改めて県共募から受けとった助成金を、掛川市内の「生活にお困りで、お見舞金の必
要な世帯」や「福祉団体・ボランティア団体等が、年末年始におこなう福祉事業」に助成させて
いただきました。
　募金総額と助成総額との差額につきましては、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業費と掛
川市共同募金委員会事務費として県共募から助成されます。

その他21件、篤志家の方よりご寄付をいただきました。

あたたかな善意が集まりました。募金総額　8,445,841円

このように使わせていただきました。助成総額6,249,800円
①お見舞の助成 ②福祉事業への助成

歳末たすけあい募金運動報告

募金種別 募金額 ご協力していただいた方法
戸別募金 6,523,287円 各世帯に封筒募金としてご協力いただきました
街頭募金 730,351円 団体や学生の皆さんにご協力いただきました
篤志家・団体 1,192,203円 社協にお届けいただきました

世帯の種別 配分世帯数 金額
一人親世帯 110件 1,625,000円
高齢者世帯（独居含） 101件 1,333,000円
障がい者世帯 44件 617,000円
その他の世帯 22件 300,000円
合　　　計 277件 3,875,000円

事業種別（対象別） 件数 金額
高齢者事業 45件 841,500円
障がい児・者事業 15件 500,400円
児童・青少年事業 9件 233,500円
住 民 一 般 16件 287,200円
合　　　計 85件 1,862,600円

ご協力ありがとうございました。

▲矢崎部品㈱全矢崎部品労働組合（大浜工
場・大東工場）のみなさん

▲シニアクラブ掛川支部 ▲連合静岡東遠地域協議会のみなさん

▲大東明るい社会づくり運動推進協議会の
会員の方々と協力してくれた学生のみなさん

▲明るい社会づくり運動静岡県掛川地区協
議会の方と協力してくれた学生のみなさん
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要約筆記サークルつくしんぼ

　要約筆記サークルつくしんぼは、要約筆記
者の養成、中途失聴・難聴者との交流、社会
参加支援を目的とする団体です。
　クリスマス会では、難聴者とサークル会員
が筆談をしながら楽しいひと時を過ごす事が
できました。
　たすけあい助成金を頂き、ありがとうござ
いました。

助成団体から、年末に行った行事の「ありがとうメッセージ」が届きました。

番町よってけサロン

　77歳以上の方を対象に、サロンを開催し
ています。参加者とボランティアの交流が準
備から図られ、芸能や体操、ゲームを通し、
楽しいひと時を過ごしました。このようにで
きるのも歳末募金のおかげと感謝していま
す。ありがとうございました。

曽我小学校学童保育所

　学童保育所の児童達とその家族、地域の高
齢者が交流を図るためにクリスマス会を開催
しました。
　「福祉お助け用品」をお借りし、楽しい時
間を過ごす事ができました。これも温かい善
意の募金をしてくださった方々のおかげと感
謝しております。本当にありがとうございま
した。

三浜ふれあいサロン・子供会

　一人暮らしの高齢者世帯が増え、核家族化
が進む中で子供と高齢者が接することが減少
しています。そんな中で、ゲームや食事を一
緒に行い、交通事故や振り込め詐欺の演劇を
見て、楽しみながら学んだことは大きな成果
になったと思います。募金をしてくださった
方に感謝いたします。
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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

4 水 10:00 こあら・うさぎくらぶ 4 水 10:00 つくしんぼの広場2歳児 4 水 10:00 ちびっこ広場

5 木 10:00 にこにこタイム 5 木 10:00 つくしんぼの広場1歳児 5 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

7 土 13:30 キッズクッキング
6 金

10:00 親子の広場 6 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

8 日 10:00 ダンスクラブ（交流館まつり） 11:00 お話の広場 8 日 10:00 交流館まつり

11 水 10:30 らっこくらぶ 7 土 13:30 クッキングクラブ
2/21（土）15時受付開始 10 火 15:00 親子であそぼう

12 木 10:00 リズムランド 11 水 10:00 すくすく広場 11 水 10:00 ちびっこ広場

14 土
14:00 体操遊びクラブ（1年） 14 土 10:00 小学生クラブ修了式

15 日
10:00 ハンドメイドＡ

15:30 体操遊びクラブ（２～６年） 26 木 10:00 春休みわくわく工作 13:30 ハンドメイドＢ

26 木 10:00 囲碁体験教室

28 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

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。

春休みわくわく工作� 2月21日（土）15時受付開始 春休み囲碁体験教室

　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

クッキングクラブ� 2月21日（土）15時受付開始

と き：３月26日(木)　10：00～11：30
ところ：大須賀児童館　　図書室
対　象：小学４年生～６年生　先着10人（申込制）※自分で申し込んでね！
内　容：★ステンシルでオリジナル給食袋を作ろう
　　　　★雑巾をぬってみよう
持ち物：参加費200円、使用済み薄めのタオル、裁縫道具
　　　　※持ち物には名前を書いてきてね

申込み・問合せ先　大須賀児童館　☎48－5965

と き：３月26日(木)　10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：年長～小学生　10名
内　容：簡単なポン抜きゲームと対戦
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

と き：２月28日(土)　10：00～12：00
ところ：大東保健センター　　調理室
対　象：小学１～６年生　　20名（申込制）※自分で申し込んでね！
内　容：そば打ち体験
持ち物：参加費200円、エプロン、マスク、三角巾、ふきん２枚、はし、手ふきタオル、

飲み物
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

と き：３月７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１～６年生　　先着18名（申込制）※自分で申し込んでね！
内　容：かんたんズコット（法王の帽子という意味だよ）
持ち物：参加費100円、エプロン、マスク、三角巾、ふきん2枚、手拭きタオル
　　　　タッパー、飲み物
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

☆祝日にともなう休館日のお知らせ☆

３月 21 日（土）は春分の日のため、 
３館とも休館します。

３月は…
 15日（日）
 10:00～15:00

募集中！

おたのしみ館　そば打ち体験� 2月4日（水）～21（土）受付期間

初心者歓迎！
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＜内　容＞
　①式典（表彰等） 13：00～　社会福祉にご尽力された方等の表彰状並びに感謝状の贈呈を行います。
　②福祉活動発表　14：00～　音訳ボランティア「サークル声」の活動発表。
　③記念講演　　　14：30～　片付けのプロ 高橋和子氏の講演。
※地区福祉協議会（34地区）の活動掲示、授産施設の販売コーナー（パンやクッキー等）もあります。

<記念講演>
～片付けのプロから学ぶ～
大人片付けインストラクター
きれい収納コンサルタント

～みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりをめざして～

午後１時～３時30分
（開場：午後０時30分）

※手話通訳・要約筆記あり

音訳って知っていますか？
音訳とは･･･ 視覚による情報取得が困難な人たちに、必要な情報を音声で伝えるものです。文字だけ

でなく、図・表・写真・イラストなども音声解説して伝えます。
　市内には音訳ボランティアグループが３団体あります。旧掛川区域の「サークル声」は昭和53年
に結成され、今日まで37年間、声の広報かけがわを視覚障がい者へ届ける活動を続けています。
平成26年に長年の功績が称えられ、緑綬褒章を授章されました。

問合せ先
本所　☎22-1294（担当：片岡）

サンタが家にやってきた!!（宅配サンタinかけがわ）
　12月23日（火）に「宅配サンタinかけがわ」を実施しまし
た。サンタクロースに扮した青年ボランティアたち（学生28
名、一般7名）が手分けをして、サンタに来て欲しいお宅（55
軒）にプレゼントを届けに行きました。ボランティア参加者か
らは「子どもたちの笑顔が見られて良かった」という声が多く
聞かれました。また、子どもたちはサンタからプレゼントを直
接もらえたことに、大変喜んでいました。

第10回 掛川市社会福祉大会 のご案内

高
たか

橋
はし

 和
かず

子
こ

 氏

２月21日  土とき

掛川市生涯学習センターホール（掛川市御所原17-1）
� モノの整理・こころの整理があなたを変える

平成27年

会場

上記の記念講演について、音訳
をご希望の方は、2月16日（月）
までに下記へご連絡ください。

緑綬褒章受章記念祝賀会
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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



ご協力いただきました会費は、地域福祉の推進のため有効に活用させていただきます。

掛川市と社会福祉協議会は、地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定し、地域とともに掛川市の
地域福祉を推進しています。この計画は５ヵ年計画であり、27年度は、第３次計画策定の年と
なっております。

地区懇談会、関係団体への聞き取り、市民アンケート、策定委員会を今後開催し、
皆様の声を計画に反映させていきます。是非ともご協力をお願い致します。

※5,000円以上の会費を納入いただいた方を順位不同、敬称略で掲載させていただいています。
賛助会員
・松浦博・松永正治・中遠環境保全(株)・斉藤幸雄・(株)榛葉鉄工所・リンナイテクニカ(株)・田辺明・竹嶋実智子
・清水澄子・榛葉よね・掛川ボデー工業(株)・(株)ヤマハリゾート・横井脩二・小柳満夫・杉山金一・兼子昌己
・(株)掛川平和商会・佐々木製茶(株)・龍登院・(株)平野工業・(株)かねも・真如寺・(有)掛川モータース・魚友(有)
・(株)三善・(株)藤田鉄工所・伊村義孝・馨　哲夫・(有)風間新聞店・小野クリニック・(株)鳥よし商店・甲州屋仏具店
・(株)中遠電気・三光電機(株)・(株)富士薬品・松下文子・三ツ井張次郎・(有)大石種苗店・セブンイレブン上張店
・三浦菜美子・(株)浅岡工業・(有)神谷新聞店・増本常夫・後藤喜美子・大橋嘉爾・ＮＥＣアクセステクニカ(株)
・(株)川島組・池端産業(株)・川口会・宮澤稔行・佐野医院・森田菊司・(株)ミナミ・山田和己・岡田正之
・協和水道(株)掛川営業所・榛村純一・大場行男・(株)くわたか自動車・(株)コプレック・鈴木製機(株)
・静岡資材(株)掛川販売支店・山崎勝敏・(株)新開トランスポートシステムズ・丸堀製茶(株)
・(株)静岡茶通信販売センター・(株)大輝建設・合葉かね子・天理教薫遠州分教会・春林院・白木由高・大場達也
・澤村久雄・(株)トダックス・山本吉彦・掛川グリーンヒルカントリークラブ・榛村辰之・鶴田智行・渡辺孝次
・榛葉隆二・岩水幸子・真昌寺・㈱三宝園・河住昌律・河住司・杉山武・魚寿・袴田豊昭・永江院・田中靖廣
・水口清美・和田とし子・鈴木保男・原重利・五月女靖雄・中山伊太郎・キャタレント･ジャパン(株)・(有)一乳
・松本敏春・丸松興事(株)・天野百々香・八神クリニック・(株)マツイ健設・小澤幸子・大浜給食協同組合・加藤勝男
・(有)大東新聞センター・(有)オカザキ・村松進・有海商店(有)・山啓製茶(株)・(株)アクセス・もちや
・ヤマハモーターパワープロダクツ(株)・三笠運輸(株)・丸山製茶(株)・(株)松下組・正願寺・(有)掛川製作所
・きたはらクリニック・加藤正智税理士事務所・石山悦子・耳鼻咽喉科村上医院・(有)マルテ伊藤削節店
・ながおか内科・掛川信用金庫・近藤歯科医院・長谷川整司・掛川茶商協同組合・山崎和則・倉元みつ江
・(株)掛川自動車学校・勝又商店掛川支店・小笠病院・松浦梱包輸送(有)・大雲院・(医)宇野会・榛葉恵子
・(株)尾崎工務店・(有)石川自動車・掛川市農業協同組合・(株)幸栄グラフィック・伊藤彦義・天王薬局・丸山茂美
・(株)北陽・阿部雅之・丸山文男・武州総合サービス(株)・中部電力(株)掛川営業所・飯塚俊夫・安藤弘・小関亥五武
・久保田康徳・(有)中川総合保険事務所・民生委員児童委員協議会・掛川市部課長会・掛川市課長補佐会
施設会員
・(福)掛川芙蓉会・エバーグリーン掛川・（福）天竜厚生会・(医)好生会さわや家・(福)ねむの木学園
・(福)掛川厚生会こども広場あんり幼保園・(医)学修会神子の園・あおばケアガーデン・くにやす苑・おおすか苑

掛川市社会福祉協議会「賛助会員・団体施設会員」
加入していただき、ありがとうございました。

掛川市地域福祉計画・地域福祉活動計画（スマイルプランかけがわ21）について
基本目標：みんなのしあわせをつなぐ福祉のまちづくり
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～千浜東福祉委員会～

次は原泉地区の紹介です。お楽しみに♪

　南に遠州灘を臨み、温暖で風光明媚な千浜東地区。平成15年に発
足した福祉委員会は、区長を顧問とし、副区長・ブロック長・民生児
童委員・小地域福祉ネットワーク委員・保健委員・老人会・女性の
会・日本赤十字奉仕団・子ども会の各団体から組織され、委員長がこ
れを束ねる形で運営されています。活動の中心は、80歳以上を対象
とする年２回のふれあい交流会です。２回目は、子ども会を交えての
楽しい会を心がけています。スタッフ一同気持ちを込めてお迎えして
います。参加しやすい魅力ある会を目指して事前の準備、事後の反省
会に熱が入ります。小地域福祉ネットワーク活動は10人で行っていま
す。隔月で報告会を実施し、年１回対象の方を交えて交流会を行って
います。ふれあいサロンの活動も週１回ペースで開催されています。
内容を吟味し、工夫を凝らした取り組みで、比較的高齢でも気心の知
れた仲間となら参加しやすいということもあり好評です。

交流館まつり
楽しいこといっぱい！遊びにきてね♪♪♪
日　時：３月　８日（日） 　10:00～14:00
会　場：1.掛川児童交流館　３Ｆ全室
　　　　2.総合福祉センター　２Ｆ共用会議室
　　　　3.福祉活動館

内　容
☆ゆるきゃら大集合！・・・ゆるきゃらクイズ大会
☆掛工　少林寺拳法同好会　演武発表・・・一緒に少林寺をやってみよう！
☆サロン・サークル遊びの広場・おりがみコーナー他
☆工作コーナー・作品展・・・ヘアゴム・マグネット他
☆食べ物コーナー・・・おにぎり・パン・おでん他
☆ふれあい動物園・・・ポニー・うさぎ・ミニぶた
※詳しい内容は交流館だより３月号をご覧ください。

オープニング
★大東児童館ダンスクラブ
　ヒップホップダンス
★ち～ちゃいもん・アンパンマン体操

福祉教育への取り組み紹介　～東山口小学校～

東山口小学校では、「福祉体験活動」に取り組んでいます。

○�今年度は、聴覚障がいの方との交流を３～６年生の児童を対象
に行いました。ゲストティーチャーに杉田さんと松本さんをお
招きして、聴覚障がいについてお話をしていただきました。ま
た、あいさつの手話も教えていただきました。

○�５年生は、この「福祉体験活動」を総合的な学習につなげて、
障がい者理解や、ユニバーサルデザインの学習へと深めること
ができました。主な取り組みは、車いす体験、アイマスク体験、
視覚障がいの方からお話を聞こう、などです。
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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
（平成26年12月分）※順不同敬称略●寄付金

＊高木典子　＊中山せつ子　＊落合豊二
＊静岡福祉協力会員　横山政子
＊(有)土屋設備　＊佐々木製茶㈱　＊㈱山本組
＊グラウンドゴルフ大須賀支部　＊60会
＊掛川市グラウンドゴルフ協会　＊龍眠寺
＊遠州夢咲農協土方支店支部長会　＊匿名１件

●寄付物品
＊竹島猛（切手）＊兼堀二三江（大正琴）
＊内山慧照（日本語大辞典）＊中山せつ子（文房具）
＊（故）原田金五郎（衛生用品他）
＊音訳サークル“こだま”（音訳用録音機）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊ヤマハ労働組合掛川支部女性部（タオル他）
＊静岡県退職公務員連盟小笠支部（タオル）
＊匿名１件（米）

●収集物
＊中嶋勇司　＊村田高良　＊小野ヒサ子
＊㈱ギャバン　＊㈱ヨシダ　＊㈱山本組
＊㈱幸栄グラフィック　＊桂ハウステック㈱
＊(有)昭和モータース　
＊城西白寿会　＊十九首憩会　＊富部長明会
＊第三地区民児協　＊明るい社会づくり掛川
＊陽だまりの会　＊桜ヶ丘中学校生徒会　＊西中学校
＊静岡県教職員互助組合小笠支部　＊こども希望課
＊匿名４件

◆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：２月27日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：２月18日（水）13:30～15:00
　　　大須賀支所２階・会議室

 あたたかい心を
ありがとうございます

　南遠環境保全㈱様から100,000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。

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

 1(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

 8(日)
15(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 6(金)
13：00
～
16：00

20(金)
市役所大東支所1F（72-1135） 13(金)
市役所大須賀支所1F（48-5531） 27(金)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 25(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

書き損じハガキを集めています
　お宅に未使用ハガキ、書き損じハガキは眠っていま
せんか？

　掛川市社協で受付けているもの
　　・ベルマーク
　　・古切手
　　・磁気カード（使用済みテレカなど）
　　・ブルーチップ
　　・桔梗シール

いただいた収集物は、収集物整理ボランティア「金の
砂」が毎週火曜日に整理しています。整理後は換金ま
たはポイントに変換し、社会福祉活動や被災地の復興
支援活動などに活用しています。

問合せ先　本所　☎22-1294
 （担当：片岡・小関）　　　

第４回「3.11絆のつどい」を開催します
テーマ「忘れないで」（永遠のテーマ）
場所：掛川駅北口サンクン広場
日時：３月11日（水）16:30～19:30
主な内容
○追悼セレモニー
○コンサート
○募金活動
○311円パン販売

ぜひご来場ください

掛川市結婚相談所
対　象：掛川市在住の未婚の男女
持ち物：本人のみのスナップ写真、身分証明書
問合せ先　本所　☎22-1294（担当：坂道）
　　　　　※平日のみ

新規登録者
募集中!!

3月の相談日のご案内
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