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放課後等デイサービスセンター
かざぐるま・みなみかぜ・はるかぜ

アンサン
ブル『ぽ

こっと』
さん

による演
奏♪

楽しいひ
と時を過

ごしまし
た！

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.125

平成28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 ――――



　「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガンに今年度も12月1日から31日ま
で実施しました。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（県共同募金
会）へ送金しました。そして、改めて県共同募金会から受けとった助成金を、掛川市内の生活に
お困りな方へのお見舞金や、福祉団体・ボランティア団体等が年末年始に行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同募金会から助成されます。温かな支え合いの気持ちをあ
りがとうございました。

� 募金総額　8,804,622円

このように使わせていただきました。 助成総額5,383,500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 6,717,889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 686,807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 1,399,926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 77件 1,143,000円
高齢者世帯（独居含） 100件 1,319,000円
障がい者世帯 38件 528,000円
その他の世帯 19件 264,000円
合　　計 234件 3,254,000円

事業種別（対象別） 件　数 金　額
高 齢 者 事 業 63件 1,235,750円
障がい児・者事業 17件 533,750円
児童・青少年事業 11件 277,000円
住 民 一 般 4件 83,000円
合　　計 95件 2,129,500円

ご協力ありがとうございました。

▲連合静岡東遠地域協議会のみなさま ▲矢崎部品㈱大東工場全矢崎労働組合大東支部
　大浜工場全矢崎労働組合大浜支部のみなさま

▲シニアクラブ掛川支部のみなさま

▲大東明るい社会づくり運動
推進協議会のみなさま　

▲明るい社会づくり運動静岡県
掛川地区協議会のみなさま
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掛川市南部心身障害児の放課後と 
長期休暇を考える会

　浜岡吹奏楽団の楽しい演奏や、トランポビクスで
一緒に体を動かしたり、楽しいクリスマス会を開催
できました。家族や来賓の方々も交流を図ることが
できました。ご支援に深く感謝を申し上げます。

助成団体から、「ありがとうメッセージ」が届きました !

大須賀第三地区福祉委員会

　日頃、交流の少ない地域の高齢者と子ども達が
ゲームやレクリエーションを通じて交流を図り、と
ても有意義に過ごすことが出来ました。ありがとう
ございました。

日坂地区福祉協議会

　高齢者サロンに未就学児童を招き、クリスマス会
を開催しました。高齢者と子ども達が共に楽しい時
間を過ごすことができ、大変ありがたく思います。
ありがとうございました。

国浜福祉委員会

　クリスマス会を開催することで普段より少し特別
感のある楽しいサロンになりました。地域の高齢者
が大勢参加され交流を図ることが出来ました。本当
にありがとうございました。

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

� 第５回「3.11絆の集い～忘れない～」を開催します
日時：3月11日（金）13：30～15：30　　場所：掛川駅前We＋138店舗前
【主な内容】　写真展示、募金活動、被災者手作り小物販売など
問合せ先：東日本大震災掛川震災市民の会　080-5134-1249（担当：岩瀬）

募集
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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

2 水 10：00 にこにこタイム 2 水 10：00 つくしんぼの広場合同 2 水 10：00 ちびっこ広場

3 木 10：00 こあら・うさぎくらぶ
4 金

10：00 お話の広場 3 木 9：45 ち～ちゃいもんひよこ

5 土 13：30 キッズクッキング 10：15 親子の広場 4 金 9：45 ち～ちゃいもんうさぎ

9 水 10：00 らっこくらぶ 5 土 13：30 クッキングクラブ 6 日 10：00 交流館まつり

11 金 11：30
16：00 おはなしタイム 9 水 10：00 すくすく広場

12 土

 9：00
10：30 ハンドメイドＡ

12 土
14：00 体操遊び（1,2年生）アイク

12 土
10：00 小学生クラブ修了式 13：30 ハンドメイドＢ

15：30 体操遊び（3年生～）アイク 13：30 一輪車クラブ 10：00 おもちゃ病院

22 火 10：00 春休みわくわく工作
13 日

10：00 なんでもチャレンジ

10：00 キッズボランティア

16 水
10：00 ちびっこ広場

13：30 幼児：親子で遊ぼう

24 木 10：00 囲碁体験教室

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。

3月は…
 20日（日）
 10：00～15：00

☆祝日にともなう休館日のお知らせ☆
3月20日（日）は春分の日のため、掛川児童交流館は
休館になります。　　　　　　　　　　　　　　　　

　常葉学園菊川の中・高校生が、楽しい科学の実験を教えてくれます。
　保護者の方の参加も大歓迎です！一緒に科学あそびを楽しみましょう♪
と　き：平成28年2月13日（土）　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：年長児・小学１～６年生　20名（園児は保護者同伴）
　　　　＊小学生は自分で申し込んでね。
内　容：中・高校生と科学実験で遊ぼう！
　　　　＊空気砲でPK戦　＊ストローロケット　＊万華鏡
　　　　＊紅花染め
持ち物：参加費200円、水筒、作品を入れる袋、手拭きタオル
申込み・問合せ先： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

と　き：平成28年2月27日(土)　10：00～13：00

ところ：大東保健センター　調理室
内　容：そば打ち体験　（指導  石津そば打ち同好会）
対　象：小学１～６年生  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・
　　　　手拭きタオル・飲み物
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎７２－７８３０

小学生広場（常葉サイエンス）� 申込み受付中

おたのしみ館（そば打ち体験）� 申込み受付中 と　き：平成28年2月28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：３歳～小学校低学年とその父親
内　容：★新聞紙でテントをつくろう！
持ち物：水筒・タオル・新聞紙４日分
申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

サンデーパパ　　申込み受付中

と　き：平成28年2月27日（土）　10：00～15：00

� ＊この時間帯随時参加できます。

ところ：大須賀児童館　図書室
内　容：まあるくてかわいいおひな様♪
対　象：３歳～小学生
　　　　＊未就学児は保護者と一緒に参加。
問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

アートクラブ（幼児～小学生）
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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

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（水）に青年ボランティアの育成事
業として「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（学生16名、
一般5名）が、サンタに来て欲しいお宅（32軒）
に手分けをしてプレゼントを届けました。ボラン
ティア参加者からは「子どもたちに夢を届けるこ
とができ嬉しかった」「来年もやりたい」という
声が聞かれました。
　掛川市社協では今後もボランティア育成のため
の事業を進めてまいります。

報告

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。

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。

※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
・合葉かね子・（株）アクセス・（株）浅岡工業・天野百々香・池端産業（株）・（有）石川自動車・伊藤巌・伊藤彦義・伊村義孝
・岩水幸子・魚友（有）・魚寿・（医）宇野内科外科医院・NECプラットフォームズ（株）・（有）大石種苗店・大川原淳哲
・大島宣義・大橋嘉爾・大場達也・大浜給食協同組合・大場行男・大村幹行・（有）オカザキ・（医）小笠病院・小笠原加工（株）
・小笠原哲夫・岡田正之・（株）尾崎工務店・小澤幸子・小澤造園（有）・小関亥五武・（医）小野クリニック・小柳津清彦
・馨哲夫・掛川グリーンヒルカントリークラブ・掛川市農業協同組合・掛川信用金庫・（有）掛川製作所・掛川茶商協同組合
・（株）掛川平和商会・（有）掛川モータース・（有）風間新聞店・（株）勝又商店掛川支店・加藤勝男・加藤正智税理士事務所
・兼子昌己・（株）かねも・（株）鳥よし商店・（株）ヤマハリゾート・（有）神谷新聞店・（医）川口会・（株）川島組・河住昌律
・（医）きたはらクリニック・黒田正史・キャタレントジャパン（株）・協和水道（株）掛川営業所・久保田康徳・倉元みつ江
・（株）くわたか自動車・（株）幸栄グラフィック・後藤喜美子・（株）コプレック・小柳満夫・（医）近藤歯科医院・斉藤幸雄
・坂井良子・櫻井洋子・佐々木製茶（株）・（医）佐野医院・三光電機（株）・（株）三善・（株）三宝園・静岡資材（株）掛川販売支店
・清水澄子・（株）静岡茶通信販売センター・春林院・白木由高・（株）新開トランスポートシステムズ・真昌寺・真如寺
・（株）榛葉鉄工所・榛葉正志・榛葉よね・榛葉隆二・榛村純一・榛村辰之・杉山金一・杉山武・鈴木製機（株）・鈴木保男
・関本悦子・セブンイレブン上張店・染葉充之・大雲院・（株）大輝建設・（有）大東新聞センター・田中靖廣・田辺明
・中遠環境保全（株）・（株）中遠電気・中部電力（株）掛川営業所・鶴田智行・（株）トダックス・（医）ながおか内科
・（有）中川総合保険事務所・正願寺・中山伊太郎・中山一蔵・袴田豊昭・（株）富士薬品・原重利・（有）久田瓦店
・ビューティーエバヘアーメイクアップアートBOY・（株）平野工業・天理教薫遠州分教会・（株）藤田鉄工所・（株）北陽
・増本常夫・（株）マツイ健設・松浦梱包輸送（有）・松浦哲二・松浦博・（株）松下組・松下文子・松永正治・松本敏春
・（有）マルテ伊藤削節店・丸堀製茶（株）・丸松興事（株）・丸山茂美・丸山製茶（株）・丸山文男・三浦歯科医院・三笠運輸（株）
・水野幸雄・三ツ井張次郎・（株）ミナミ・（医）耳鼻咽喉科村上医院・村松進・もちや・森田菊司・両角一夫・（医）八神クリニック
・山田泰之・山啓製茶（株）・山崎和則・山崎勝敏・山田和己・ヤマハモーターパワープロダクツ（株）・（有）山友工業
・永江院・横井脩二・龍登院・リンナイテクニカ（株）・掛川市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
・（医）好生会さわや家・（福）大須賀苑おおすか苑・（医）川口会エバーグリーン掛川・（福）天竜厚生会さやの家
・（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・（医）あおば会あおばケアガーデン・（福）大東福祉会くにやす苑
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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



◎�平成26年度から地区のみなさまの声を聞いて参りましたが、計画も最終段階になりました。
計画が策定した４月以降、各ふくしあにいるコミュニティソーシャルワーカー（CSW）から
説明の機会を相談させていただき、地域に出向き説明をさせていただきます。

　よろしくお願いします。

28年4月から始まる
「掛川市第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画」
� 策定作業が大詰めになりました!!

◆策定状況（平成28年2月時点）
策定委員会・・・・・�６回開催
作業部会・・・・・・�７回開催
事務局会議・・・・・�30回開催
社協ワーキング・・・�５回開催

下図は、計画の優先課題の概念図です。
この他にも、「認知症の見守り（支えあいネットワークの構築）」、「地域で育む子育て支援（地域の
目・声が子どもの安全を守り、親の孤立を防ぐ）」の優先課題にも市・社協・地域で取り組んでいき
たいと考えていますので、ご意見や声をお聞かせください。

◆進捗状況
２月１日（月）第６回策定委員会開催。
・最終報告
・計画決定
４月の配布に向けて、製本作業中です!!
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～大須賀第二地区福祉協議会～

次は原谷地区の紹介です。お楽しみに♪

福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立日坂小学校～
　日坂小学校では、「つよい子　高め合う子」の重点目標のもと、個を
尊重すると共に、思いやりの心を育てることができるよう、福祉教育に
取り組んでいます。

【委員会活動】
　①ペットボトルのふたの回収

期間を決めて、回収をしています。多くの御家庭で御協力いただい
ています。

　②赤い羽根募金活動
子どもたちが呼びかけをし、ドラえもん募金に取り組みました。

【４年生福祉教育】
　総合学習の時間を使って、４年生が福祉体験学習を行っています。
　今年度は、ゲストティーチャーに川口綾さんと大場元弘さんをお迎え
して、お話を伺ったり、盲導犬とふれあったり、手話を教えていただい
たり、有意義な体験学習ができました。

　当地区は旧大須賀町北西部に位置し、農業区・商業区・新興住宅区など多様な13区を４支部に分け活動
をしています。地区の高齢化率は32.4％となり、小地域福祉ネットワーク活動の必要性が増しています。
当会も設立から５年目を迎え、支部による見守り訪問活動、月例型の「気楽に寄ってさろん」の開催等、
徐々にですが地域での主体的な福祉活動が動き出しています。
　今年度から大須賀第二地区「福祉ふれあいまつり」と銘打ち、地
域の人たちが気楽に参加して、楽しみながら「福祉活動」と身近に
ふれあうイベントを開催します。地域の色々な福祉活動紹介や、福
祉お助け用品展示紹介、児童・お年寄りも楽しめるゲーム等を行い
ます。高齢化、生活障がい者化が避けて通れない時代だからこそ、
「私の町には、楽しく安心な見守りのネットワークがあるよ」とい
えるまちづくりを目指します。

ひきこもり者支援事業について
　現在静岡県内では約7,000世帯がひきこもり者を抱えているとされ、掛川市内でも多くの世帯がひき
こもり者を抱えていることが考えられます。社協としては、下記の事業を実施しております。お気軽に
お問い合わせください。

当事者・家族学習会 サロン
ひきこもり当事者との関わり方等を学習する場
や、それぞれ抱えている悩みを共有する場です。
※�土日開催�13：30～15：30（不定期）、
　当事者・家族のみ対象

ひきこもり者支援啓発講演会
当事者・家族が安心し、心豊かな生活が営める
よう、専門機関だけでなく市民の皆さまを巻き
込んだ支援体制の構築を目指し開催します。

ひきこもり者支援検討連絡会
ひきこもり者支援に関係する機関・団体が集ま
り、掛川市内での支援方法を検討しています。

問合せ先
本所☎22-1294　担当：川又
※各ふくしあも問合せ先となっています。

～「気楽に寄ってさろん」の様子～
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あたたかい心をありがとうございます

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。

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
北部：2月26日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：2月10日（水）13：30～15：00
　　　大須賀支所２階・会議室

善意をありがとう
（平成27年12月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊栗田恵美子　＊横山政子　＊戸塚等
＊後藤博之　＊佐々木製茶株式会社
＊西山上組女子会　＊龍眠寺
＊静岡福祉協力会
＊掛川グラウンドゴルフ協会
＊掛川グラウンドゴルフ協会（大須賀支部）
＊掛川工業高校吹奏楽部　＊匿名２件

●寄付物品
＊海野英子（切手）　＊伊奈幸男（切手）
＊岡田悌子（切手）　＊平野（手作りおもちゃ）
＊落合登（カラーコピー用紙）
＊落合刃物工業㈱（カレンダー）
＊ヤマハ労働組合掛川支部女性会（タオル他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名４件（タオル他）

●収集物
＊小柳津章　＊田中遼太郎　＊浅岡芳男　＊松浦英美
＊近藤光博　＊鈴木よし　＊萩田博　＊海野英子
＊大石幸江　＊㈱ギャバン　＊㈲掛川モータース
＊海坂発行所　＊マルイ工業　＊戸塚書道教室
＊静西教育事務所　＊下俣郵便局　＊第三地区民児協
＊城北小学校　＊市役所　都市政策課　福祉課
＊匿名12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

 6（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）13（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）

 4（金）
13：00
～
16：00

18（金）
市役所大東支所1F（72-1135） 11（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 25（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 23（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）
中部ふくしあ社協（28-8546）
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

３
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

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111,810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。

～みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりをめざして～

とき

会場

平成28年

2月20日 土 午後1時～3時45分
（開場：午後0時30分）

掛川市生涯学習センターホール（掛川市御所原17-1）

〈記念講演〉つなぎあう絆と絆
〈内　容〉
①式典（表彰等）　13：00～　社会福祉にご尽力された方等への表彰状並びに感謝状の贈呈を行います。
②映  画  上  映　14：00～　「生命（いのち）のことづけ　～死亡率２倍 障害のある人たちの3.11～」
③記  念  講  演　14：45～　映画監督　早瀬憲太郎氏の講演

第11回 掛川市社会福祉大会のご案内

※地区福祉協議会（34地区）の活動掲示、福祉施設の販売コーナー（パンやクッキー等）もあります。

映画監督 早
はや

瀬
せ

　憲
けん

太
た

郎
ろう

 氏（ろう者）
＊どなたでも
　参加出来ます。

※手話通訳・要約筆記あり
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