９月号
No.192

社会福祉法人

掛川市社会福祉協議会

ホームページ

Facebook

掛川市掛川910-1 総合福祉センター（あいり～な）
２階
TEL 22-1294 FAX 23-3319

災害VC掛川

HUG出前講座

～栄川中学校 避難所生活体験学習の様子～

ボランティア団体「災害VC掛川」は災害時に備えて、防災訓練や学習会、各地への出前講
座などの活動をしています。写真は栄川中学校で行われたHUG（避難所運営ゲーム）の様子
です。今月号では「災害ボランティア特集（２ページ）」や「～ボランティア団体紹介～災害
VC掛川（３ページ）」を掲載しています。いざという時に備えて、ぜひご覧ください。
――――

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 ――――

かけがわ社協だより

発災するその前に・・・

令和３年９月号

知っておこう！

災害ボランティアセンター特集
災害ボランティアセンターについて
みなさんは災害ボランティアセンターの役割
を知っていますか？
大規模災害が発生した際、被災者や地域を支援
するために社会福祉協議会（以下「社協」
）が災
害ボランティアセンター（以下「災害VC」）を設
置します。災害VCは被災者からの相談・ボラン
ティアの活動を円滑に進めるための拠点となりま
す。被災者や地域が一刻も早く元の暮らしに戻れ
るようボランティアと協力して支援することや、
ボランティア活動をしやすいように調整する役割
を担っています。

災害ボランティアセンターが設置されるまで
災害VCは発災した後、次のような手順で設置さ
れます。
１発災直後：被災状況の確認、情報収集を行います。
２設置の判断：被災状況を勘案し社協災害対策本部
を立ち上げます。市と協議をして災害VCの設置
判断をします。
３災 害VCの設置：災害VCの規模、運営開始日な
どを決定します。
４運営スタッフへの連絡：社協職員、災害VC(ボラ
ンティア・コーディネーター)掛川へ連絡します。
５広報：設置場所や活動内容等の情報提供、支援ニー
ズの受付、ボランティアの募集などを行います。

災害ボランティア受付から活動までの流れ

災害VCで行われている受付から活動までの流れを紹介します。（写真は災害VC立ち上げ訓練の様子です。）
受

付

オリエンテーション

ボランティア活動希望者は受付カードの記
入をします。
※活動に参加される場合は事前に地元の社
協でボランティア活動保険に加入をして
いただくようお願いします。

活動までの流れや活動
時の注意点などを説明
します。

マッチング(活動先の決定)

活動先への送り出し

活 動 紹 介 カ ー ド を 見 活動先が決まったら、
て、活動先を決めます。 必要な資機材を受け取
り、活動先に向かいま
す。

災害時のボランティア活動について
災害VCは被災した地域や避難所からのニーズをききとり、ボランティア活動につなげます。
被害によって活動内容は異なりますが一部を紹介します。
避難生活で心身
ともに疲れ切っ
てしまった。
これから先どう
したらよいのか
分からない。

災害で家の中
がめちゃく
ちゃ。
1人では片付
けができない。

ボランティアによる

片付け

お話を聴く

近所で助け合い
ながら避難所を
運営している。
温かい食事を皆
さんに食べても
らいたい。

炊き出し
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令和３年９月号

～ボランティア団体紹介～

災害VC掛川

栄川中学校のＨＵＧ

私達、災害ボランティア・コーディネーター（通称災害ＶＣ掛川）
は2002年6月に設立され現在17名の会員で活動しています。災害
発生時には、掛川市・掛川市社会福祉協議会の指導のもと災害ボラ
ンティアセンターの設置・運営に参加します。このため毎年、社会
福祉協議会の職員の皆さんと「災害ボランティアセンター立上げ訓
練」を行ってボランティアの受け入れ態勢と被災者支援の訓練を
行っています。
また、栄川中学校の防災講座ではＨＵＧを行い、中学生の皆さん
と一緒に勉強しました。今年の5月には防災に詳しい永野海弁護士
をお招きして被災者の生活・住宅再建と支援制度について学びまし
た。

福祉教育への
福祉教育への取り組み紹介
取り組み紹介

永野海弁護士の講座

～掛川市立大須賀中学校～

コロナ禍でもあり、他者と関わることがなかなかできませんが、
例年は、職場体験で老人福祉施設を訪問したり、全市一斉防災訓練
の際には「手当ケア」を行ったりしています。地域の方々と触れ合
う中で、人の温かさを感じ、お互いを思いやることの大切さを学ぶ
ことができる機会を設けています。
～募金活動～
赤い羽根共同募金や災害見舞金などの募金活動に取り組んできま
した。生徒会を中心とした取組として、街頭で募金を呼びかけたり、
昇降口前で全校生徒に声かけをしたりして、目の前にはいない誰か
のために一生懸命に取り組みました。

～日坂地区福祉協議会～
日坂地区福祉協議会では、高齢者サロン２ヶ所、子育てサロン
１ヶ所を運営しています。高齢者サロン『元気のつどい』は毎月第
３土曜日、『百寿会』は毎月第１土曜日に、子育てサロン『ちゅー
りっぷ』は毎月第２木曜日に開催しています。
昨年からコロナの影響を受け、活動の縮小を余儀なくされていま
すが、「サロンからはコロナ感染者を出さない」を合言葉に、来場
時の手指の消毒、体温測定、マスクの装着確認、帰る際の手指の再
消毒を徹底して活動しています。今は一日も早くコロナが収束し、
平常に戻ることを願うばかりです。
次は三浜地区の紹介です。お楽しみに♪
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食料支援を
ありがとうございます

令和３年９月号

シニアクラブ掛川支部
第5回ゴルフ大会参加者募集！
日

株式会社ダ
イナム（静岡
掛川店・大須
賀店）様より
食料品の寄付
をいただきま
した。
必要な方々の支援に活用させていただきま
す。この他にも、市民の皆様からあたたかい
支援をいただき、ありがとうございます。

会

時：令和 3 年10月29日(金)

場：よみうりカントリークラブ

参加費：会員500円

非会員1,000円

プレー代：特別料金9,185円
（70歳以上利用税免除）
ルール：ダブルペリア方式

6インチOK

70歳以上はゴールドティー、
80歳以上・女性はレディースティー使用可
【問合せ先】
シニアクラブ掛川支部事務局

☎ 24－2754

☆おもちゃ図書館についてのお知らせ☆

◆認知症の家族を介護されている方のためのサロン◆

「笑顔のつどい」のご案内

利用やボランティアの参加問合せは下記の問
合せ先へお願いいたします。
★ボランティアは事前の申し込みをお願いいたします。
【問合せ先】
障がい者支援係 ☎22-1309（担当：山﨑・杉野）
平日8:30 ～ 17:15にご連絡ください。

北部：9月24日（金）13:30～15:00
あいり～な2階・教養会議室
南部：9月8日（水）13:30～15:00
大東市民交流センター

善 意 を あ り が と う
●寄付金
＊土方地区まちづくり協議会地域活性部会
＊イオンタウン大須賀店

（令和３年７月分）※順不同敬称略

＊㈲エフ・ベース ＊㈱掛川スズキ塗装
＊㈱ギャバン ＊訪問看護ステーション大東
＊かあさんの家 ＊JA掛川市西郷支所
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊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
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊戸塚書道教室 ＊卓球あじさい ＊静岡県歌謡連盟
＊シニアクラブ西町寿会 ＊十王いきいきクラブ
＊城北小学校 ＊こども希望課 ＊匿名1件

●寄付物品（フード）
＊匿名4件
●収集物
＊髙須洋子 ＊金田ゆり江
＊しずてつストア掛川店 ＊沖一化工㈲

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。

相談名

会場

相談日

時間

3(日)

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

13：00
～
16：00

月の相談日のご案内
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※初回登録時は写真持参

17(日)

15：30
（受付終了
）

1(金)
15（金） 13：00
～
心 配 ご と
29（金） 16：00
相
談
15：30
市役所大東支所1F（72-1135） 8
（金） （受付終了
）
総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22(金)

相談名

会場

相談日

時間

本所 （22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
福祉総合相談 中部ふくしあ社協（28-8546）
介 護 者 相 談 西部ふくしあ社協（29-6192）
月～金
9：00
ボランティア相談 南部大東ふくしあ社協（72-1135）
（祝日を
～
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）
除く） 17：00
ボランティアセンター（24-6263）

子育て相談

本所（22-1309）
随時受付
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