
高齢者の生きがいづくりや健康づくりのため、市内在住60歳以上の高齢者を対象に「高齢者生きがいづくり講座」
を市内３会場で実施しています。平成26年度も楽しい講座を企画しています。お気軽にお問合せください。

○高齢者生きがい活動拠点事業所「たまり～な」　☎24-2754
○老人福祉センター　山王荘　　　　　　　　　　☎72-5370
○大須賀老人福祉センター　　　　　　　　　　　☎48-5965

高齢者生きがいづくり講座

布手芸講座：「素敵な帽子が出来ました。」

健康体操講座：「仲間づくりもできました。」

そば打ち講座：「仕上がり上出来！」

パソコン講座：「頭の体操になりました。」

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

4月号
No.103

平成26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26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

高齢者サロンボランティア研修会 6/10、17、24 25 高齢者サロンに関わるボランティ
アの技術向上等

一般市民
（初心者）

傾聴ボランティア講座 6/28～3回 20 傾聴ボランティアの初心者向け講座 一般市民
障がい者とのふれあい交流事業 6/29 50 障がいをもつ方との交流 一般市民

市民地域福祉セミナー 7/18 100 一般市民向け、地域福祉をテーマ
にした講演会 一般市民

災害ボランティア講座 7/27 50 災害ボランティアセンターの立上訓練等 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）

岩手掛川交流バス 8／22～25 30 岩手県宮古市・山田町にて地元の
方と交流

一般市民
（高校生以上）

地域ボランティア養成講座 9/3 30 地域単位で活躍するボランティア
の養成・研修 一般市民

ふれあい広場 10/19 ─
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

青年ボランティア研修会 11/30、12/7、23 20 青年層のボランティア育成 高校生～
30代前半

精神保健福祉ボランティア養成講座 12/6、13、20 20 精神保健に関わるボランティアの育成 一般市民
点訳ボランティア講座 1/17、24、31 10 点訳ボランティアの初心者向け講座 一般市民
精神保健福祉講演会 1/24 100 精神保健福祉に関わる啓発の講演会 一般市民

社会福祉大会 2/21 ─ 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
防災訓練 9/1 ─ 災害ボランティアセンター立上げ訓練 一般市民

小学生ふれあい交流 青年学級ふれあい広場
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赤い羽根共同募金助成事業のご案内
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27年度　②平成26年度
申請受付期間：①平成26年4月1日（火）～5月15日（木）
　　　　　　　②平成26年6月2日（月）～7月31日（木）
助 成 対 象：地域団体・ボランティア団体・NPO法人及び
　　　　　　　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

助成

助成

次は原谷地区の紹介です。お楽しみに♪

～土方地区センター福祉部～
　福祉部は、下土方、土方、上土方区の３区で構成されています。福祉部と福祉委員会は、前年
度の活動を踏襲しつつ、それぞれ個性的に展開することを信条としています。
　福祉委員を中心とした活動が出来るには、区長、民生児童委員、日赤奉仕団、幼稚園・小・中
学校役員の方々の理解と協力が不可欠であり、多くの協力を得て活動しています。
　活動は、毎月各地区の集会所にお年寄りが集まる会と、年数回の会が織り交ぜられていて、
『ふれあい交流会』（＝ミニ敬老会）は、３区で開催しています。
　本年度の内容の例としては、地区内の踊り愛好会の発表、幼稚
園児との交流、お年寄り全員参加のゲーム等を楽しんだり、地元
の陶芸愛好家の指導による「世界に一つだけのお皿」作りや、非
常用のカッパ作り、七夕の短冊・飾り作り等をやりました。更に、
ミニ「回想法」もありました。
　外部からは、大道芸の一座、城東駐在所長、保健師、福祉協議
会・包括支援センター職員の皆さん等をお願いしました。

H25の助成　メンタルサポートみこち
（上下水道整備）
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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

7 水 10:30 らっこクラブ 10 土 10:00 子どもフェスタ 3 土 10:00 出張交流館（友引カフェ）

8 木 10:00 リズムランド 14 水 10:00 すくすく広場 7 水 10:00 ちびっこ広場

10 土 10:00 子どもフェスタ
16 金

10:00 親子の広場 8 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ（1歳児）

15 木 10:00 にこにこタイム 11:00 お話の広場 9 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ（2歳児）

17 土
10:00 キッズクッキング

17 土
10:00 わくわくキッズクラブ 11 日 10:00 子どもフェスタ

14:00 体操遊び 13:30 クッキングクラブ4/22（火）15時受付開始 17 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

21 水 10:00 こあらくらぶ・うさぎくらぶ合同遠足 21 水 10:00 つくしんぼ１・２歳児合同遠足 18 日
10:00 ハンドメイドクラブＡ

13:30 ハンドメイドクラブＢ

21 水 10:00 ちびっこ広場

25 日 10:00 サンデーパパ（公園で遊ぼう）

27 火 15:00 親子であそぼう

おもちゃ図書館

と き：４月26日(土)13：30～15：30
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学１～６年生　20名
内　容：メープルプリン
持ち物：参加費100円、エプロン・三角巾・マスク・手拭きタオル
　　　　ふきん２枚・持ち帰り用タッパー・飲み物

※自分で申し込んでね！　申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング ４／８（火）15：00～受付開始

と き：４月27日（日）10：00～12：00
ところ：掛川総合福祉センター　あいり～な　2階　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
内　容：ビッグこいのぼり＆柏もちを作ろう！
参加費：１家族200円
持ち物：エプロン・手拭きタオル・水筒
申込み：４月５日（土）9：00～ 

掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ

と き：４月19日(土) ９：30～13：30
ところ：集合　掛川児童交流館
対　象：小学１～６年生　20名
内　容：みんなで？？？まで歩いて行き、遊びます
持ち物：弁当・水筒・帽子・シート・おやつ・タオル
申込み：４月５日（土）９：00～ 

掛川児童交流館　☎24－0822

小学生広場「ミステリーウォーク」

と き：４月12日(土) ９：30～11：30（受付９：15～）
ところ：大須賀中央公民館３Ｆ調理室
対　象：小学１～６年生24名（申込制）自分で申し込んでね！
内　容：サクサクラスク
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
※欠席するときは必ず３日前までに児童館に連絡してください。

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

クッキングクラブ 参加者募集中！

５月のゴールデンウィーク
休館日のお知らせ

大東、大須賀児童館
５月３日（土）～７日（水）

掛川児童交流館
５月３日（土）～６日（火）
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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。

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」または、児童館ホームページをご覧ください。
　　　　（※「e- じゃん掛川」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、交流館内での掲示、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。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。

５月は…
18日㈰
10:00～15:00

５月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



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。

今日から始めよう♪“収集ボランティア”
　社協では古切手やベルマークなど、収集物の寄付受付をしています。いただきました収集
物は、収集整理ボランティア「金の砂」が毎週火曜日に整理していす。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。

金の砂では会員募集中です。
問合せはボランティアセンター
まで。お気軽にお電話ください。

日時　 ５月10日（土）
　　　 10：00～14：00
場所　　大須賀児童館
　　　　老人福祉センター

�カッコいい縄跳びパフォーマンスや
プロによる読み聞かせ、おいしい食
べ物コーナー等盛りだくさんの内容
がみんなを待っているよ！

日時　 ５月11日（日）
　　　 10：00～12：00
場所　　掛川市総合福祉センター
　　　　福祉活動館

びっくり！楽しい！

マジックショー

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

平成25年度　金の砂　収集整理結果

内容 数量・点数

古切手（１kg約7,000枚） 34.2㎏

ベルマーク（１点１円） 62,512点

桔梗シール（１点１円） 411枚

掛川社協で受付ている物
・古切手
・磁気カード
・ベルマーク
・書き損じハガキ
・ロｰタスクｰポン　※H26. ８月で受付終了
・ブルｰチップ、桔梗シｰルなど

大東・大須賀児童館 掛川児童交流館

子どもフェスタ

募集
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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



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

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

11（日）
18（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 2（金）

13：00
～
16：00

16（金）
30（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 28（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

５月の相談日のご案内

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２月分）※順不同敬称略

●寄付金

＊ユニー㈱アピタ掛川店　＊掛川山野草同好会　

＊花笠会　＊掛川市ボランティア連絡協議会大須賀支部

＊匿名3件

●寄付物品

＊伊達周（書籍）

＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）

●収集物

＊児玉信江　＊石川春枝　＊神谷久子　＊中村澄子

＊名波千恵子　＊髙橋百合子　＊松本靖代

＊中村俊江　＊榛葉進　＊十王王寿会

＊㈱ギャバン　＊㈱幸栄グラフィック　

＊ヤマハリゾート　＊掛川工房つつじ　

＊掛川市シルバー人材センター　＊倉真女性部　

＊掛川市立さかがわ幼稚園　＊千浜幼稚園PTA　

＊掛川市役所　幼児教育課　福祉課　＊匿名7件

●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）

＊大東民生委員OB会

◆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：４月25日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：４月９日（水）13:30～15:00
　　　大須賀支所2階・会議室

掛川市社協では障害者（児）の
相談支援事業を行っています

ホームページが４／１（火）
リニューアル！

登録ヘルパー

　相談支援事業とは障害福祉
サービスを利用したい方に適
切なサービス利用に向け計画
書を作成し、行政や支援事業
所との連絡調整をするもので
す。掛川市（福祉課）より計

画書作成依頼のあった方が対象になります。

問合せ先：本所　障害者支援係　☎22-1309

募集

業務内容：訪問介護、障害者のヘルパー
給　　与：時給1,200円
条　　件：年齢概ね65歳位まで（土日できる方）
資　　格：ホームヘルパー２級相当以上
問合せ先：☎22-1309（担当：久保・伊藤）

「より使いやすく」「よりわかりやすく」「より
充実した」福祉情報をお伝えします。
アドレス：http://kakegawa-syakyo.or.jp

掛川市社会福祉協議会

ご自宅に訪問して
お話を伺います。

検索

クリック
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