
 　“中高生と赤ちゃんのふれあい交流会”が9月9日（掛川児童交流館）、9月28日（大東・大須賀児童館）
で行われました。始めは赤ちゃんを抱っこするのにも緊張した様子の学生さんたちでしたが、一緒に遊
んだり、お母さんから子育ての話を聞いたりしているうちに自然と柔らかい表情になっていきました。
きっと未来につながる経験になったことでしょう。

～赤ちゃんってかわいいね
　　ふれあって感じる小さな命のあ

たたかさ～

キョーちゃん
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　10月１日から赤い羽根共同募金が始まりました。
　今年は台風24号の影響で10月１日の街頭募金活動が延期となり、13日にJR掛川駅、しずてつ
ストア掛川店、カインズホーム掛川店、アピタ掛川店、19日にカインズホーム大東店、ナフコ
大須賀店にて実施し、小・中学生をはじめ、多くのボランティアの方と一緒に共同募金のPRと
募金活動を行いました。
　この募金は掛川市が良くなるための優しい活動です。皆さまの心温まるご協力をお願いいたし
ます。（記事作成10月16日）

街頭募金のご報告（10/13（土）実施分）
ＪＲ掛川駅� �7,155円
しずてつストア掛川店　� 26,450円
カインズホーム掛川店前� 13,227円
アピタ掛川店前� 32,674円

平成30年度　静岡県福祉大会開催

赤い羽根共同募金運動がスタートしました！

【保護司】
＊竹下文博
【民生委員児童委員】
＊佐々木英世　＊花村章二
＊伊藤啓子　　＊武藤繁幸
＊山﨑善雄
【社会福祉協議会】
＊栗田ますみ

　10 月 25 日（木）、静岡県コンベンションアーツセンター グランシップにて、平成 30 年度
静岡県健康福祉大会が開催されました。
　「ガッテン流！人生 100 年時代の健康づくり～ネットで見たけどこれってホント？～」を 
テーマに、元 NHK「ためしてガッテン」専任ディレクターの北折一氏の講演を受けた後、式
典では、社会福祉の推進や健康増進活動に功績のあった個人・団体が表彰されました。
当市関係の受賞者は以下の通りです。（敬称略・順不同）

【社会福祉法人･施設】
＊長嶋泰宏　　＊横山靖子　
＊望月美矢子　＊一柳香織　＊木俣裕子
【社会福祉事業協力者・団体】
＊杉森善通　＊東堂弥生　＊松永久　
＊鈴木泰代　＊水島房代　＊太田まつゑ
＊南郷地区福祉協議会障がい者福祉部
＊つくし会　＊神代地皆楽会　＊遠州掛川七福神の会
 （敬称略・順不同）

平成30年10月１日～３月31日　運動期間
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福祉教育への取り組み紹介

次は大須賀第二地区の紹介です。お楽しみに♪

～三浜区福祉委員会～

キョーちゃんグラウンドゴルフ大会
日　　時：12月３日（月）9:30～12：00（9:00～受付　　9:30～開会式）
対　　象：60歳以上の方ならどなたでも
場　　所：大東総合グラウンド場 
試合方法：８ホール　４回(32ホール)
表　　彰：優勝・準優勝・第3位・ラッキー賞（賞該当者以外敢闘賞）
申込方法：電話またはＦＡＸで申し込みして下さい。
申込事項：氏名・住所・生年月日・電話番号
参 加 費：500円
協　　力：シニアクラブ掛川大東支部

【申込み・問合せ先】　掛川市社会福祉協議会　老人福祉センター山王荘
　　　　　　　　　　掛川市大坂２４４３　
　　　　　　　　　　TEL／FAX 0537-72-5370（担当：赤堀）
　　　　　　　　　　休館日（日・祭日）の申込受付はできません。

　三浜区福祉委員会は地区福祉懇談会、78歳以上の区民が参加
できる、ふれあい交流会、高齢者サロンを行っています。また初
日を拝む会、敬老会は協力支援しています。
　高齢者サロンの「三浜ふれあいサロン」では毎月1回78歳以上
の区民が参加しています。健康相談や指の体操をはじめ多くの
活動を楽しく行っています。サロン活動にはボランティア5名、
民生委員3名も協力し運営しています。最近では吹き矢を取り入
れ、肺活量アップのために参加者も頑張っています。今後も委員
会では行事が充実するよう、みんなで協力して活動していきたい
です。

～掛川市立和田岡小学校～
　和田岡小学校では、和田岡ＵD支援（わかりやすい・だまって動ける
環境整備・おもいやりのある・かんがえたくなる）教育を実践してい
ます。ＵD（ユニバーサルデザイン）
＜福祉講座＞
　学年ごと、生活科や総合的な学習の時間の中で、高齢者や障がい者
の方々と関わり、お話を聞いたり、体験活動をしたりしています。今
年度はパラリンピック出場者の方から話を聞きました。
＜ボランティア活動や委員会活動＞ 
　和田岡小学校の子ども達は、環境委員会が中心となってアルミ缶集
めを行ったり自主的に地域ボランティア活動に参加したりしていま
す。先日行われた敬老会では、お年寄りへの案内や、運営の手伝いを
しました。

三浜ふれあいサロン

福祉懇談会
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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、Facebook

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。

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00 ～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

１２月行事予定

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

4 火
10：00 ぱんだくらぶ（０歳児）
14：40

英語であそぼう（幼児）
15：30

12 水
 9：30 こあらくらぶ（２歳児）
10：30 うさぎくらぶ（１歳児）
放課後 移動児童館（土方小）

13 木 13：10
15：30

ぽけっと、キョーちゃん園訪問
（中幼、大坂保）

18 火
10：00 ぱんだくらぶ（0歳児）
14：40

ジャンプクラブ（幼児）
15：30

22 土 13：20 キッズクッキング（小学生）

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

5 水 10：00 すくすく広場

8 土
10：00 作ってかざろう
13：30 一輪車クラブ

13 木 10：00 つくしんぼの広場
1・2歳児合同

15 土 10：00 クリスマス会（わくわく合同）
17 月 午後～ 工作週間（～21日まで）
27 木 10：00 ピカピカ大作戦

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

5 水 10：00 ちびっこ広場
7 金 10：00 にこにこベビー
8 土 10：00 おもちゃ病院

9 日
 9：00 ハンドメイドA(ダイヤモンド)
10：30 ハンドメイドA(キョーちゃん)
13：30 ハンドメイドB

12 水 放課後 移動児童館(曽我小)
13 木 10：00 ち～ちゃいもんひよこ
14 金 10：00 ち～ちゃいもんうさぎ
19 水 10：00 ちびっこ広場
22 土 13：30 ハッピークリスマス
25 火 10：00 ふたごの日
27 木 10：00 なんでもチャレンジクラブ

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00 ～

手遊び・絵本の読み聞かせなど
12/25は、お休みです。

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。

12月は…
 16日（日）
 10：00～15：00

と　き：平成30年11月17日（土）9：30～11：30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：３歳～小学生　20名（幼児は保護者同伴のこと）
内　容：スポンジケーキをデコレーションします。
　　　　ちょっと早めのケーキ作りはいかが？
持ち物： 参加費200円、水筒、タオル、エプロン、マスク、

三角巾、ふきん2枚、タッパ―（深め）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965
　　　　　　　　　 ※小学生は自分で申込みしてね。

クッキングクラブ
ケーキにデコしちゃおう！

と　き：平成30年11月11日（日）10：00～15：30
ところ：掛川市　22世紀の丘公園『たまり～な』 
対　象：どなたでも 
内　容： “みんなが安心できる毎日を”をテーマに、企業や子育て支援

団体、ママ団体などが集まりお祭りを開催します。
　　　　 育てる、遊ぶ、住む、食べる、体験する、備える、安心につ

ながるモノ・コトが集まります。
キョーちゃんやアンパンマン、バイキンマンも登場します。
問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

カラフルブリッジフェア　IN掛川

と　き：平成30年11月10日（土）13：30～14：30
ところ：掛川児童交流館　会議室
　　　　 ※午後の開催になります。
対　象：１人目妊娠中の妊婦さん
内　容：赤ちゃんグッズを作ろう、フリートーク、
　　　　絵本・おもちゃ・手遊びの紹介など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

にこにこたまご（妊婦さんクラブ）
申込み受付中

と　き：平成30年12月8日（土）10：00～14：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：どなたでも　20名
内　容：紙バンドでリース作り(見本があります。見に来てね。)
持ち物：参加費200円、水筒、お弁当、タオル、リースに飾りたい物
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965
　　　　　　　　　 ※小学生は自分で申込みしてね。

作ってかざろう
紙バンドのリース作り

キッズクッキング　11月1日(木)15：00～申込み受付開始
と　き：平成30年11月17日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター　2階　調理室　
対　象：小学１～6年生　20名(先着順)
内　容：アップルスウィートポテトパイ風
持ち物：参加費200円、エプロン、三角巾、マスク、
　　　　飲み物、ふきん2枚、手ふきタオル、持ち帰り用容器
　　　　出席カード(今年初めての人は当日渡します。)
※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830
　　　　　　　　　 ※小学生は自分で申込みしてね。

「警報発令時の対応について」
◎�平日・土日・長期休暇にかかわらず安全確保のた
め、来館はお控えください。
◎�児童館・交流館で行われる各行事は、警報発令及
び今後発令が予想される場合、中止になることが
あります。
※�色々な場所で地震や異常気象など災害が起きてい
ます。緊急時には保護者の方に連絡させて頂くこ
とがあります。お子さんが電話番号等連絡先を言
えるように、ご家庭で確認をしておいてください。

4

かけがわ社協だより　平成30年11月号

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ



交流館は　　　　周年

平成 30 年度　静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科　入学者募集

『中途で視力が低下された方、ご相談ください』

特定非営利活動法人てくてく 主催
ひきこもり・ニート相談

『ご自身やご家族のひきこもりについて、ご相談ください』

平成20年10月1日オープン
9月末時点

(延べ来館者数：271,066人)

【問合せ先】　静岡県立静岡視覚特別支援学校
　　　　　　静岡市駿河区曲金六丁目１－５
　　　　　　☎ 054 － 283-7300　（担当：青山、仲山）

　静岡視覚特別支援学校には、社会復帰を目指す方のために、あん摩マッサージ指圧師の国家
試験の受験資格を取得するコースがあります。入学相談や、視覚障がいに関する相談を受け付
けています。年齢に制限はありませんので、お気軽にご連絡下さい。

　○対象となる方
　　・両眼の視力がおおむね 0.3 未満の方
　　・視力以外の視機能障害が高度な方 ( 視野狭窄、複視など ) 
　　・近い将来、視力が著しく減退する恐れのある方
　○授業料、教科書代、入学金などは全て無料です。

　特定非営利活動法人てくてくは、浜松市内を拠点に活動しているひきこもり者の家族会です。
活動の中で、家族相談士の理事長を中心に、ピアサポート活動としての学習研修会や家族相談、
当事者相談会を実施しています。この度、初めて掛川市内にて相談会を開催します。ご相談を
希望される方は、ご連絡ください。（原則、事前予約が必要ですが、当日申込にも対応します。）

と こ ろ：掛川市総合福祉センター ｢あいり～な｣
と　　き：12 月 9 日（日）10:00 ～ 12:00
　　　　　12 月 16 日（日）10:00 ～ 12:00
申込締切：11 月 30 日（金）

　掛川児童交流館はオープンしてから 10 年、たくさんの
子ども達と一緒に歩んできました。「いつでも　だれでも　
自由に利用できる児童と子育てに関わる人たちのための施
設」を目指して開館しています。家族や友だちと、遊んだ
りくつろいだり、これからも来館するすべての人にとって
居心地の良い居場所であり続けていきます。

10 H25.5.9　10万人達成
H27.3.25 20万人達成

H30.12月末　
30万人達成見込み

【申込み・問合せ先】
特定非営利活動法人てくてく
０９０－１４１６－６２２４（山本）

募集

募集
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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
※第２日曜日は女性のみ
※�登録は写真持参でご本人
がお越しください。

 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)

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

12
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

 
あたたかい心を

ありがとうございます
積水ハウス㈱静岡工場様から 181,921 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。

◆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
北部：11 月 30 日（金）13:30 ～ 15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：11 月 14 日（水）13:30 ～ 15:00
　　　大東支所３階・会議室

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30年９月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊ブリヂストンエラスティック労働組合
＊掛川市歌謡連盟
＊匿名1件

●寄付物品
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊匿名1件（介護用品）

●寄付物品（フード）
＊山脇たか子（米）
＊匿名2件（米等）

●収集物
＊岡本節子　＊渥美ちえ子　＊高橋春香　＊㈱ギャバン
＊㈲沖一化工　＊中央三丁目　＊十王いきいきクラブ
＊あいあい学園
＊大東苑
＊第三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
＊掛川市勤労者協会
＊匿名2件

シニアクラブ掛川　掛川支部文化祭のご案内
作 品 展　12 月 3 日（月）午後 1 時～ 12 月 7 日（金）正午
　　　　　※ 12 月 4 日（火）は「たまり～な」休館日
展示時間　9：30 ～ 15：30
内　　容　書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　　演芸大会（歌の部）　　　　 12 月 5 日（水）
　　　　　演芸大会（舞踊その他の部）12 月 6 日（木）
　　　　　☆ シニアクラブ掛川支部会員の活動の成果
　　　　　　を是非ご覧ください。
会　　場　掛川市満水 1652
　　　　　22 世紀の丘公園「たまり～な」
問合せ先　シニアクラブ掛川支部事務局　☎ 24-2754
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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。


