
5月7日（日）児童交流館ではこどもフェスタが開催されました。オープニングではキョーちゃ
んが登場し“だいすきキョーちゃん”を来場者全員で踊りました。青空の下、常葉菊川高校美術部
の協力のもと行われたチョークアートとハンドペインティングはたくさんの子どもたちで賑わい
ました。工作コーナーや遊びの広場も大盛況でした。ご来場ありがとうございました。

駐車場い
っぱいに

落書きし
たよ！ 工作コーナーで母の日・父の日プレゼント作り

キョーちゃんに
ハンドペインティング！

子 ど も フ ェ ス タ
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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社協ボランティアセンターの役割
ボランティアのまちづくり《ボランティア活動支援》 掛川市住民参加のプログラム

掛川市内のさまざまなボランティア実践者･グループの声を聞きながら
活動の活性化につながる支援に努めています。
■ボランティアの開拓 ･養成 ①ボランティア養成講座の実施　②青年ボランティアの育成
■ボランティア活動支援 ①ボランティアセンターの運営　②ボランティアセンター運営会議の設置

③ボランティア保険の加入促進　④ボランティア連絡協議会への支援（事務局）
■多様な担い手との連携 ①市民交流センター等の活動団体との連携　②ＮＰＯ団体との連携

③企業の社会貢献啓発･支援事業

平成29年度　登録ボランティア 73団体（内、ボランティア連絡協議会加入 40団体）

①ボランティアセンターの使い勝手はどうか？
・コピー機や印刷機を有効活用させて頂いております・明るくて綺麗で良い
・狭い部屋にいろんな物が置かれている為、雑然として落ち着かない感じがする
・ボランティア団体が使える部屋が、あと一つあると良いと思う・寒くて暗い　など

②ボランティアセンタ－への要望、機材、物品など
・机、テーブルが少ない ・印刷やコピーの時、カラー用紙も提供してくれるといい
・「コピー機・印刷機使用簿」の記入の仕方が分かりやすいといい
・会場予約をインターネットで出来るといい

③「こんなボランティアセンタ－だったらいいな～」を教えてください
・他団体と情報交換をしたり昼食時に集まりお弁当を食べたりと和気あいあいと楽しく気楽な相談所になるといい
・貸出戸棚を、もう少し増やしてほしい・整理･整頓をしてほしい・コピー代の補助をしてほしい
・団体同志の組合せでこんな事が出来るかな？と話し合える場が欲しい
・情報が沢山欲しいので掲示版に講演会のカテゴリーごとで分けてほしい　など

ボランティアセンターによせられたボランティア団体の声
ご協力
ありがとう
ございました !

 
 
 
 
 
 

 

心理学をベースとした子どもの
心の育み、素敵な親子関係を育
む関わり方について月１回皆さ
んと心理講師を交えた学習会、
悩み相談会を開催しています。
� キッズハピネス　さん

月１回定例会や出前講座
の打合せで利用させてい
ただいております。印刷
物が多いので印刷代の負
担を軽減してくださると
助かります。
� 災害ＶＣ掛川�さん

発達障がいの子を持つ母親の気持
ちを受け止めたい、という想いで
活動しています。定例会ではお茶
を飲みながらマッタリと情報交換
の場として。
イベントや支援の打合せではガッ
ツリと真剣に取組む場として利用
させてもらっています。
� と･まーる�さん

最近、机、椅子が新しくなり台数も増
え喜んでいます。貸出戸棚を活用し文
書や印刷紙の保存に活用しています。
月１回の定例会で文書を回覧したり、
色々な行事への対応に意見交換の場と
して利用しています。
� NPO法人ｼﾞｮｲﾝﾄｻｰｸﾙかたくり�さん

●事業を通じ、団体同士の交流や情報交換を行いボランティアセンターの在り方を会員さまと共
に検討させていただきます。

【問合せ先】総合福祉センターあいり～な内ボランティアセンター　☎２４－６２６３

  ボランティアセンターは赤い羽根共同募金の助成金で運営しています
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　高齢者サロンボランティアとして3年以上活動をされている方を対象として、介護予防・
健康維持をテーマとした3回日程の研修会を健康長寿課と共催開催いたします！！！サロン
の運営だけでなく、参加者の健康維持にも意識したサロンづくりを検討していきませんか？
お誘いあわせの上ご参加ください！

開催日 時間 内容
①7月10日(月) 南部

9:30

～

11:00

北部
13:30

～
15:00

介護予防の必要性について　(定員 各会場50名)
②7月24日(月) 介護予防体操　(定員 各会場50名)
③8月  7日(月) レクリエーション講座　(定員 各会場50名)

会場　南部会場　①③大東市民交流センター　②大須賀市民交流センター
　　　北部会場　①②③ 掛川市役所4階会議室1
【申込み・問合せ先】　地域福祉係　☎22-1294（担当：川又）

高齢者サロンボランティア中級研修会 
♪居場所、いい場所、いい関係♪－高齢者サロンの魅力再発見－

　５月7日（日）さわやかな五月晴れの日、掛川市総合福祉センター
福祉活動館（体育館）にて真野まり子講師の指導のもと、ダンス☆レ
クリエーション体験講座を開催しました。
　いろいろな世代の方々と♪恋ダンス♪を踊り、巨大オセロゲームで
体育館を走りまわり参加者みんなで和気合い合いと楽しく交流するこ
とができました。
　第１部と第２部の間には、掛川西高等学校 ダンス部の
みなさんに素敵なダンスステージを披露していただきまし
た。会場が一層華やぎ、キラキラした素敵な時間をみなさ
んと共有することができました。参加者のみなさん、楽し
い時間をありがとうございました。

　社協ボランティアセンターでは、ボランティ
アに関する情報の提供を随時行っています。
　社協HPやSNSでの情報発信に加え、各ふく
しあで右のような施設ボランティア冊子・特技
ボランティア冊子の配布をしております。
　『ボランティアをやってみたい！』『興味があ
るけど、どんなボランティアがあるのかわから
ない』等ありましたらお気軽にお問合せくださ
い。各種冊子への情報掲載希望も随時受付けて
います。

【問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294　

（担当：岡本、渡部）

障がい者との交流の場づくり事業

「ダンス☆レクリエーション体験講座」

～ボランティア
 相談事業について～

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
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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



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

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）※当日のみ
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 2（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 9（日）
16（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）
※当日のみ

 7（金）

13：00
～
16：00

21（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 14（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 28（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約22-1309：本所） 25（火）  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

7
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

◆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：6月30日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：6月14日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

（平成29年4月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊カサブランカ
＊佐束小18会

●寄付物品
＊柴田貞雄（お米）
＊桐田邦世（食品）
＊山脇たか子（お米）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊要約筆記サークルつくしんぼ（イス）
＊掛川市グラウンドゴルフ協会（タオル）
＊掛川市赤十字奉仕団（タオル）
＊匿名3件（生活困窮者支援品他）

●収集物
＊高橋春香　＊㈲平野建材　＊沖一加工㈲
＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会　＊戸塚書道教室
＊第五地区民生委員児童委員協議会　＊七日町区
＊倉真女性部
＊掛川市グラウンドゴルフ協会
＊掛川市赤十字奉仕団
＊掛川市立北中学校
＊掛川こども園
＊市役所 福祉課　＊匿名1件

歩行困難な方の通院や社会参加を促進するため
に車いすを貸出しています。

■利用できる方
　市内在住の方または介護者
　（介護保険制度利用者は要相談）
■貸出し期間
　原則1ヶ月以内（長期の場合は要相談）
■利用料
　無料（1ヶ月を超える場合は、月額300円）
■申込み・問合せ先
　本所　総務係　☎22-1294
　または各ふくしあ社協

家族を看取るための心構えと知っておきたいこと

日　　時：6月28日（水）13：30～15：00
会　　場：総合福祉センター２階 共用会議室
講　　師：訪問看護ステーション大東
　　　　　　　  　所 長　増田 とみゑ 氏
対　　象：高齢者を介護している家族等
申込締切：６月21日（水）
申込み・問合せ先
地域福祉係　☎22-1294（担当：堀場）

♪在宅介護者の会・会員募集中♪

車いすを貸出しています◆家族介護支援事業◆
介 護 教 室

募集

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。

《お詫びと訂正》
　社協だより4月号P8　善意をありがとう
●収集物 の欄で、「戸書道教室」と記載し
ましたが、正しくは「戸塚書道教室」でした。
　お詫びして訂正いたします。
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