
　たまり～なの福祉バスが25年ぶりに新調されました。
　社協マスコットキャラクター ｢キョーちゃん｣ がデザインされたキョーちゃん号です。
　キョーちゃん号は、高齢者生きがい活動拠点たまり～なに常駐し、生きがい活動や教室、シニアク
ラブ活動を促進するため、掛川駅南口から、たまり～なを運行しています。市民の皆様に親しんでい
ただけたらと考えています。
　高齢者生きがい活動拠点　☎24-2754

待ちに待 った福祉バス ! !

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.115

平成27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 ――――



平成27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）

講座名（仮称） 開催日
（予定） 定員 内容（予定） 対象

精神保健福祉ボランティア養
成講座 5/18 50

講話「うつの正しい知識と対処法」
　　　団体紹介・体験発表
講師：ダダ　大嶋院長

一般市民

高齢者サロンボランティア研
修会 6/9、16、23 25

高齢者サロンに関わるボランティアの
技術向上等
講師：藤下品子氏

一般市民

障がい者とのふれあい交流事業 6/28 80 障がいをもつ方とのスポーツを通した
交流 一般市民

ボランティア養成講座
（コミュニケーション講座） 7/4 30 人と信頼関係を築くコミュニケーショ

ンの方法等 一般市民

市民地域福祉セミナー 7/24 100 生活課題を抱えた人達への地域支援に
ついての講演会 一般市民

災害ボランティア講座 8月 50 災害ボランティアに関する講座 一般市民

精神保健福祉講演会 8/29 100 精神保健福祉に関わる啓発の講演会 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）

防災訓練 8/30 60 災害ボランティアセンター立上訓練 一般市民

地域ボランティア養成講座 9/2 100 地域単位で活躍するボランティアの養
成・研修 一般市民

岩手掛川交流バス 9/11～14 30 被災地の人とコミュニケーションを交
わし、今後のつながりを結ぶ支援活動 一般市民

ふれあい広場 10/18 ─
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

ひきこもり者支援啓発講演会 11/28 100 ひきこもり理解・支援の方法など（秋
田県藤里町社協の実践事例報告） 一般市民

小地域福祉ネットワーク全体
研修会 12/11 100 小地域福祉ネットワークを進めるため

の研修会（滋賀県高島市実践事例報告） 一般市民

青年ボランティア研修会 12/5、12、23 20 青年層のボランティア育成 高校生～
30代前半

社会福祉大会 2/20 800 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南会場 第2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北会場 第3土曜

ひきこもり学習会・サロン 4/19、6/14、
 8/9、1/24 20

ひきこもりになっている家族がいる方
の為の学習会とサロン（あいり～な）
13：30～15：30（要予約）

ひきこもり
の当事者と
家族のみ　

　掛川市社会福祉協議会では、市民の皆様にむけた様々なボランティア講座やイベントを
予定しております。多くの方のご参加を是非お待ちしております。
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　千浜西区は年２回、いきいきサロンとふれあい交流会を実施しています。
　いきいきサロンでは高齢者支援課にお願いして、らくらく体操を
実施しました。座って出来る体操なので、大変喜んでもらえました。
また、いつも参加してくださる方が替え歌を作ってくださり、歌の
しおりにして毎回歌っています。
　ふれあい交流会は正副会長、民生委員、保健委員、成寿会会長、
日赤奉仕団、女性の会の方のお手伝いをお願いしています。
　おしゃべり、ゲーム（スキヤキジャンケンゲーム、ビンゴゲー
ム）これは毎回盛りあがります。
　また年末には子ども会との交流会があります。地元の有志の方の
歌・手品・これも子ども達が大変喜びました。それを見ているお年
寄り達も、とてもうれしそうでした。
　福祉委員２人で企画・実施するのは大変ですが、やりがいのある
活動だと思います。

～千浜西福祉委員会～

次は西郷地区の紹介です。お楽しみに♪

赤い羽根共同募金助成申請のご案内
募  集  内  容：①福祉施設機器整備事業
　　　　　　　②地域ふれあい支え合い助成事業
助  成  時  期：①平成28年度　②平成27年度
申請受付期間：①平成27年4月1日（水）～ 5月15日（金）
　　　　　　　②平成27年6月1日（月）～ 7月24日（金）
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・各ふくしあ社協）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

※�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。

市民の皆さまからの募金
（自治会・街頭
� 学校等からの募金）

掛川市社会福祉協議会

福祉施設

掛川市共同募金委員会
（掛川市社会福祉協議会） 社会福祉を目的とする団体

ボランティア団体

静岡県共同募金会

（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）

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。）

助成

大浜愛育園大型遊具
（Ｈ25助成）
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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

9 土 10：00 子どもフェスタ
13 水

10：00 すくすく広場 2 土 10：00 キッズボランティア

13 水 10：00 らっこくらぶ（0歳児） 14：30 移動児童館（大渕小） 3 日 10：00 出張交流館（友引カフェ）

14 木 10：00 にこにこタイム（未就園児） 14 木 10：00 つくしんぼの広場 1歳児 10 日 10：00 子どもフェスタ

15 金 11：30
16：00 おはなしタイム（参加自由） 15 金

10：00 お話の広場 13 水 10：00 ちびっこ広場

16 土
10：00 キッズクッキング（小学生） 10：15 親子の広場 14 木 10：00 ち～ちゃいもんひよこ

14：00 体操遊びクラブ（小学生）
16 土

10：00 わくわくキッズクラブ 15 金 10：00 ち～ちゃいもんうさぎ

20 水 14：30 移動児童館（佐束小） 13：30 一輪車クラブ
16 土

10：00 ハンドメイドＡ

23 土
10：00 農業体験クラブ（小・中学生） 28 木 10：00 つくしんぼの広場1.2歳児合同遠足 13：30 ハンドメイドＢ

13：30 ダンスクラブ（小・中学生） 30 土 13：30 クッキングクラブ4/25（土）　15時受付開始 17 日 10：00 なんでもチャレンジ

28 木 10：00 こあら・うさぎくらぶ（1.2歳児） 20 水 10：00 ちびっこ広場

29 金 11：30
16：00 おはなしタイム（参加自由） 24 日 10：00 サンデーパパ

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。

☆ゴールデンウィーク 休館日のお知らせ☆
５月３日（日）～５月６日（水）は

祝日・振替休日のため、３館とも休館します。

５月は…
 17日（日）
 10:00～15:00

キッズクッキング� 4月11日（土）9時受付開始

と き：平成27年４月25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年生～６年生　先着20人（申込制）
　　　　　※自分で申し込んでね！
内　容：『ふわとろフレンチトースト』
　　　　　バケットで作る本格フレンチトースト！
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・持ち帰り用タッパー
　　　　　　　※持ち物には名前を書いてきてね
申込み・問合せ先　大東児童館　☎72－7830

サンデーパパ� 4月26日（日）受付開始

と き：平成27年５月24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
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族
　　　　　10組（申込制）
内　容：ダンボール工作「乗り物を作ろう！！」
持ち物：�水筒、たて35㎝×よこ45㎝×高さ20㎝くらいの�

大きさの段ボール箱
申込み・問合せ先　掛川児童交流館　☎24－0822

クッキングクラブ� 4月25日（土）15時受付開始

と き：平成27年５月30日（土）　13：30～15：30

ところ：大須賀中央公民館　３Ｆ調理室（受付13：15～）
対　象：小学生20人（申込制）　自分で申し込んでね！
内　容：お茶のマフィン
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚・
　　　　タッパー・手ふきタオル・飲み物
　　　　　　　※持ち物には名前を書いてきてね

※欠席するときは必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
申込み・問合せ先　大須賀児童館　☎48－5965
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５月
行事予定



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

青年世代の障がい者の余暇活動支援ボランティア
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。

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。

募集

なかよしホールがステージに

《精神保健福祉ボランティア養成講座》
知っていると違う！精神科医に聞く
うつの話と対処法

　人ごとだと思っていませんか？うつは今や、誰がなってもおか
しくない病気。職場やボランティア活動、家庭でも生かせる「う
つ」の基礎知識を正しく学びましょう。
日　時　平成27年5月18日（月）14：00～16：00
会　場　掛川市総合福祉センターあいりーな２階共用会議室
内　容　うつの基礎知識とその対処法　講師：ダダ　大嶋院長
申込・問合せ　☎22-1294
電話かFAXでお申し込み下さい（氏名・住所・連絡先）

　ひきこもり当事者・家族のための
学習会・サロンです。身近な家族
が、ひきこもりについて学習するこ
とで、見方が変わってくるかも…
日時　4月19日（日）
　　　13：30～15：30
会場　あいりーな２階小会議室
申込　☎22-1294

《ひきこもり支援事業》

学習会・サロン

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

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
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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



 
◆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：５月29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：５月13日（水）13：30～15：00
　　　大東市民交流センター

あたたかい心を
ありがとうございます。

　東京女子医科大学　看護学部　キャンパ
ス祭実行委員会様から124,020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。

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。

～みんなで楽しく生き生きと～　山王荘趣味クラブ会員募集
� （対象者：市内在住概ね60歳以上の方）

現在、26団体の趣味クラブ会員さんが元気に活動しています。
“この春から、あなたも山王荘で生きがいを見つけてみませんか”

山王荘では、高齢者の健康・生きがいづくりを応援しています。まずはお気軽にご連絡ください！
問／老人福祉センター山王荘（大坂）　TEL／FAX 72-5370

1 高春会（舞踊・民謡）
2 将棋愛好会
3 囲碁クラブ
4 編物クラブ
5 手編みクラブ
6 カラオケ16クラブ
7 カラオケ17クラブ

8 絵手紙クラブ
9 絵手紙18クラブ
10 習字クラブ
11 ビリヤードクラブ
12 手芸クラブ
13 はじめ会（手品・演芸）
14 ハーモニカクラブ

15 デジカメクラブ
16 大東園芸クラブ
17 健康体操クラブ
18 音楽クラブ
19 輪踊りクラブ
20 碑文谷彫クラブ
21 折り紙クラブ

22 大東オカリナクラブつばさ
23 笑いヨガクラブ
24 スローエアロビクラブ
25 楽々健康体操クラブ
26 青い山脈（演奏）

会費（クラブ内で相談）

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27年２月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊宮川正敏　＊松本利夫
＊ユニー㈱アピタ掛川店　お客様
＊花笠会
＊掛川市ボランティア連絡協議会
　大須賀支部
＊匿名２件

●寄付物品
＊浅井泰子（電動マッサージ機）
＊赤堀貞次郎（切手）　＊竹島猛（切手）
＊松坂彩州（油彩画）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊上内田小学校（車いす）
＊匿名４件（ハガキ、手芸用品、
　　　　　　玩具２件、紙おむつ）

●収集物
＊竹島猛　＊赤堀貞次郎　＊伊藤巌　＊木村けい子
＊山田美保子　＊嶋成子　＊清水きく江　＊小柳津章
＊石川春枝　＊山下笠夫　＊藤田雅弘　＊㈱ギャバン
＊中遠環境保全㈱　＊㈱資生堂掛川工場　＊戸塚書道教室
＊北池  生ちゃん　＊さかがわ幼稚園　＊大坂幼稚園PTA
＊睦浜幼稚園PTA　＊佐束幼稚園PTA
＊掛川東高校　福祉委員会　＊第一小学校
＊第三地区民児協　＊赤十字奉仕団掛川支部
＊掛川市役所　市民課、福祉課　＊匿名７件

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

10(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)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）
西部ふくしあ社協（29-6192）
中部ふくしあ社協（28-8546）
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

５
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

4月1日より「中部ふくしあ」がオープンします！
　「中部ふくしあ」が４/１（水）より開所します。市社会福祉協議会の職員も２名配置しますので、
何か生活の中でお困りごとがありましたらご連絡下さい。車いすと福祉車輌の貸し出しも行います。

場所　掛川市杉谷南1-1-30（旧市民病院跡地）　TEL 28-8546　FAX 28-8547
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