
７月26日・27日に老人福祉センター山王荘で「第12回山王荘まつり」が開催され
ました。
山王荘で活動している趣味クラブの演芸発表・作品展示・体験コーナーや授産施設
等による物品販売、実行委員による抽選会などが催され和やかな雰囲気の中、笑顔
あふれるイベントとなりました。２日間で約650名もの方が来場されました。

笑顔あふれた「山王荘まつり」
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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　掛川児童交流館では、妊婦さん・赤ちゃんから高校生までとその子育てに関わる全ての人を支
援しています。昨年度からは“親子で初めて参加できる事業”と題して第１子妊娠中の妊婦さんを
対象に「にこにこたまご」を、また今年度からは月１回、０歳児親子を対象とした「にこにこベ
ビー」をはじめました。今まで行なってきた１，２歳児親子向けのクラブに加え妊娠期から継続
的に子育てを応援していきたいと思います。

※定員に達したため現在登録の受付は行なっておりません。
【問合せ先】掛川児童交流館　☎24－0822
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にこにこベビーがいっぱい♥

まずはお電話(本所：２２－１２９４)ください。

生活支援係ではこのような事業を行っています。 

○生活困窮者自立支援事業  ○家計相談支援事業  ○日常生活自立支援事業 

○心配ごと相談       ○貸付相談      ○結婚相談 

心配なこと生活の中で はありませんか？ 

―くらしのあんしんのおてつだい―

仕事をクビにな

った！明日から

どうしよう…。

この請求書

何かしら？ 

進学したい！

でもうちにお

金がない…。

そろそろ結婚し

たいけど出会い

がないなぁ～。

生活支援係です！

電気が止まった！ 

でも、お金がないっ！！ 

使い方が下手なのかな…。

あなたの不安や心配事を相談員が一緒に考えます。 
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福祉教育への取り組み紹介

次は日坂地区の紹介です。お楽しみに♪

～南郷地区福祉協議会～

平成30年度 ひきこもり者支援事業

ひきこもり者支援啓発講演会

日　　時：11月17日(土)13:30～15:30（受付：13:00）
内　　容：ジャーナリスト池上正樹氏による講演
会　　場：たまり～な22世紀の丘公園（〒436-0011 静岡県掛川市満水1652）
対　　象：市民100人
主　　催：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
【申込み・問合せ先】　地域福祉係（担当：堀場・清水）TEL/22-1294　FAX/23-3319

　南郷地区福祉協議会は本年度で11年目を迎え、益々盛大に行事推
進を行うようになりました。当初は９部門あったのですが、南郷地区
まちづくり協議会が設立されて５部門少なくなりました。企画委員会
は４部門あり、代表者、副会長などを含めて全人数は29人です。
・�「高齢者福祉部門」（６人）サロン（年10回）、ミニデイサービス
（各区単独サロン１～２回）、一人暮らし食事会
・「児童福祉部」（６人）すくすく広場…年24回
・「障害者福祉部」（６人）道路バリアフリー調査、声の郵便（年８回）
・「住民ふれあい部」（５人）フリーマーケット、餅つき大会
　他にも行事はたくさんありますが、南郷地区の皆さんに声をかけ、
少しでも多くの方に参加をしてもらえるように、また南郷地区に住む
ことに幸せを感じるように努力してまいります。

～掛川市立西山口小学校～
　思いを受け止め、思いを伝える大切さを実感し、思いやりのある子
どもを育てていきたいと考え、体験活動や交流活動を行っています。
＜福祉講座＞
　毎年5年生を対象に、福祉講座を開いています。昨年度は、視覚に
ハンディのある方に来ていただきました。普段の生活の様子や、盲導
犬と接したときに気をつけてほしいことなど具体的なお話を聞くこと
で、誰もが住みやすい掛川にするために私たちができることを深く考
えることができました。
＜委員会活動＞ 
　募金活動に参加したり、「あったか言葉」を全校に広める活動をした
りして、全校児童の福祉に対する意識を高めています。

　全国で「ひきこもり者」は推計 70 ～ 100 万人と言われています。そのなかには自分の用
事等で外出できる方も含まれます。あなたがすれ違っている若者のなかには、「社会的ひきこ
もり」になり、社会と繋がる糸口が見えず、未来が見えなくなっている方がいるかもしれませ
ん。昨今の「社会的ひきこもり」について学び、私たちにできることを考えてみませんか？
　ご参加をお待ちしております。

3

かけがわ社協だより　平成30年９月号



★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。

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は、
10月21日（日）ふれあい広場参加の為
お休みです。

★おはなしの木★
毎週木曜日午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

祭典のため
10月6日(土)7日(日)
児童館、交流館は
お休みです。

と　き：平成30年９月16日（日）９：15～10：45
ところ：総合福祉センターあいり～な入口集合
　　　　掛川中央消防署
対　象：小学生未満の子どもと父親　10組（先着順）
　　　　※母親の参加もOKです。
内　容：歩いて消防署見学に行きます。
　　　　建物内の見学や煙体験、車両見学などができます。
持ち物：帽子、水筒、ハンカチ（煙体験で必要）
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ消防署見学
申込み受付中

と　き：平成30年９月29日 (土)10：00～11：30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間�
対　象：幼児から小学生まで（幼児は保護者同伴）
　　　　20名（先着順）※小学生は自分で申し込みましょう。�
内　容：新聞紙でしゃてきの鉄砲を作り、遊びます。�
持ち物：水筒、タオル、各自必要な物�
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

幼児から小学生まで

作って遊ぼう「しゃてき」募集中！

と　き：平成30年９月22日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
対　象：小学生１～６年生　20名（先着順）
内　容：チキンバーグバーガー
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、持ち帰り用タッパ―、
　　　　出席カード（今年初めての人は当日渡します。）
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。

キッズクッキング
９月１日(土) ９：30～受付開始

１０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

1 月 10：45 赤ちゃんふれあい交流会（ぱんだくらぶと高校生）

2 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

10 水
 9：30 こあらくらぶ
10：30 うさぎくらぶ
放課後 移動児童館（千浜小）

11 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）

16 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

17 水 放課後 移動児童館（中小）
18 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）
19 金 放課後 移動児童館（大坂小）
24 水 放課後 移動児童館（土方小）

25 木
 9：30 こあらくらぶ
10：30 うさぎくらぶ

26 金 放課後 移動児童館（佐束小）
27 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

1 月 10：45 赤ちゃんふれあい交流会（すくすく広場と高校生）

13 土 13：30 一輪車クラブ
15 月 放課後 移動児童館（横須賀小）
17 水 10：00 すくすく広場

18 木 10：00 つくしんぼの広場合同運動会

20 土 13：30 一輪車クラブ

27 土  9：30 ちっちゃな文化展（作って遊ぼう）

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

3 水 10：00 ちびっこ広場

10 水 10：00 にこにこたまご
12 金 10：00 にこにこベビー
13 土 10：00 なんでもチャレンジクラブ

17 水 10:00 ちびっこ広場

25 木 10：00 ふたごの日

26 金 10：00 ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ合同運動会

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

28 日 10：00 サンデーパパ運動会
30 火 10：00 育児力アップ講座

★お話の広場★
毎週火曜日　11:00 ～

手遊び・絵本の読み聞かせなど

　乳幼児から中高生まで幅広い年代の子どもたちが遊びに来ます。

行事の企画運営や壁面・おたより等の作成、子育て相談にものります。

明るく子どもが好きな方お待ちしています。

◎雇用形態：嘱託職員（月給制）　　◎採用人数：1名
◎勤務時間：火～日曜日　8:30 ～ 17:15（週休は月曜日+シフト休）
◎資格要件：特になし
　　　　　　（保育士 /幼 /小 /中教員免許いずれかがあると尚良い）
詳しくは社会福祉協議会・掛川児童交流館へお問合せ下さい。

問合せ先：☎24－0822

《児童館職員募集》
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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

災害ボランティア養成講座
～災害ボランティアセンターについて学ぼう～

～精神障がい者の良き理解者になるために～
「行ってみよう、知ってみよう」

　今年は、大阪で地震、西日本豪雨災
害が相次ぎ、被災地では災害ボランテ
ィアセンターを立上げ、今も懸命に活
動をしています。今回の講座は、災害
ボランティアを育成することを目的と
して、災害ボランティアセンターの役
割を静岡市清水区での事例をうかがい
ながら学んでいきます。
　皆さんのご参加お待ちしています。

日　時：11月 28日（水） 9:30 ～ 11:30
会　場：総合福祉センターあいり～な 共用会議室
内　容：災害ボランティアセンターについて
　　　　清水区災害ボランティアセンターの取り組み
対　象：市内在住または在勤の方 20 人
持ち物：筆記用具
締切り：11月 21日（水）まで
【申込み・問合せ先】☎ 22－ 1294（担当：岩瀬）

サマーショートボランティア
　夏休みを利用して、県ボランティア協会・掛川市社会福祉協議会共催によるサマーショート
ボランティア活動が行われました。この活動は、中学生から社会人までを対象に、県内の社会
福祉施設・社会教育施設での体験を通して施設で働く人や生活をしている人たちと接し、生き
ることの尊さとボランティアや福祉に対する理解を深めることを目的に行われています。
　今年度は、市内 31名の方が参加されました。

日　　程　11月 17日（土）～ 11月 18日（日）
行 き 先　三島・熱海方面１日目：三島スカイウォーク　２日目：熱海城＆トリックアート迷宮館
集合場所　掛川市役所　正面玄関　集合時間　8:30　出発 9:00
参 加 費　20,000 円　募集人数　若干名
締め切り　10月 10日（水）
【問合せ先】　☎ 090-3307-2927（横山）

　精神障がいについて知っていただくことを目的に、精神保健福祉ボランティア養成講座を掛
川市と社会福祉法人Mネット東遠との共催で実施します。全３回日程で、実際に掛川の施設
への見学も予定しております。皆さんのご参加をお待ちしています。
日　程　①９月 12日（水） ② 10月 10日（水） ③ 11月 14日（水）全日程　13:30 ～ 15:00
対　象　掛川市内在住の精神保健福祉に関心のある 18歳以上の方
会　場　掛川市総合福祉センターあいりーな２階共用会議室（集合した後、施設や病院へ行きます）
締切り　9月 10日（月）
【申込み・問合せ先】　Mネット東遠　☎ 29－ 8970（担当：八木・嶋田・薩川・上西）

募集

募集

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

14(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)21(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

 5(金)

13：00
～
16：00

19(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 12(金)

市役所大須賀支所1F（48-5531） 26(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

10
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（平成30年７月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊木村塗装
＊神誠会館さくらぎ
＊掛川市課長補佐会
●寄付物品
＊渡邉剛翔（玩具）
＊㈱藤原總一郎（文具）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）

＊南部心身障害児の放課後と長期
休暇を考える会（食品）
＊匿名３件（介護用品）
●寄付物品（フード）
＊山脇たか子（米）
＊掛川市仏教会（米）
＊匿名３件（食品）

●収集物
＊高橋春香　＊森下哲治　＊ギャバン㈱　＊海坂発行所
＊㈱松下組　＊㈱川島組　＊下俣郵便局　＊大東苑
＊ＮＰＯ法人とうもんの会　＊沖一化工㈲
＊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
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊掛川市勤労者協議会　＊福祉課
＊十王いきいきクラブ　＊匿名2件

◆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：９月 28日（金）13:30 ～ 15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：９月 12日（水）13:30 ～ 15:00
　　　大東支所３階・会議室

フードバンクご協力 
ありがとうございました
　今回集まった食料は、【認定NPO法人
フードバンクふじのくに】から行政・社会
福祉協議会・支援団体を通じて食べる物が
なくて困っている方へ食糧支援をさせてい
ただきます。
（次回は平成 31年１月を予定しています）

◆地域ボランティア養成講座◆
よりよい話し合いの進め方
～ファシリテーションのコツ～

　明日からの話し合いで使えるような、コツ・
ノウハウをファシリテーションから学んでみ
ましょう。
日　　時：９月 25日（火）13:30 ～ 15:30
会　　場：大東北公民館　2階集会室
　　　　　（下土方 267-1）
講　　師：法政大学・静岡産業大学兼任講師
　　　　　鈴木まり子氏
対　　象：市民 40名
【申込み・問合せ先】
中部ふくしあ☎ 28-8546（担当：後藤・小関）
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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。


