
青年学級「この指とまれ」「四つ葉の会」は、いつもの時間、いつもの場所でを
合言葉に障がいのある・なしをこえて、集う場です。
学級生（18歳以上で障がいのある方）、ボランティアが毎月１回集まり、楽しく
休日の余暇を過ごしています。

青年学級「このゆびとまれ」、「四つ葉の会」
合同ミニ運動会！！

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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ひ き こ も り 者 支 援 事 業
　ひきこもり者は、人口に対する出現率が0.5％と言われております。この出現率を元とすると
掛川市内のひきこもり者は約600人いることが考えられます。
　ひきこもりについては、当事者が安心して社会参加できるよう、地域の方々の理解が必要です。
　掛川市社会福祉協議会では、平成26年度からひきこもり者支援事業をスタートし、今年度は
下記の取り組みを実施していきます。

シニアクラブ掛川支部　第２回ゴルフ大会参加者募集
と　き　　平成30年10月25日（木）
ところ　　よみうりカントリークラブ
参加費　　掛川支部会員500円　会員外1,000円
プレー代　特別料金8,884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
申込み　　�9月10日までに参加費を添えてシニアクラブ

役員までお申込ください。（先着80名）
【問合せ先】　シニアクラブ掛川支部事務局　☎�24－2754

ひきこもり者支援検討連絡会
　ひきこもり者支援に関係する機関・団体が
集まり、掛川市内での支援方法を検討してい
ます。

ひきこもり者支援啓発講演会
　地域に暮らす市民の方を対象に理解啓発を
促し、より住み良い暮らしの実現のため、実
施しています。

ご家族のための学習会
　NPO法人サンフォレスト代表 三森重則氏
をアドバイザーとして、ひきこもりについて
の学習や、悩みの共有をしています。
　また、今年度の９月８日、１月26日には、
社会保険労務士の石川貴広さんを講師に迎
え、年金等のお話をいただくことになってい
ます。
対象　ご家族
開催予定日　７/７（土）、９/８（土）、
　　　　　　 １/26（土）、３/23（土）
時間　13:30 ～ 15:30
会場　掛川市総合福祉センター 共用会議室

家族のためのおしゃべり会
　ご家族の日頃の思い、悩みをお互いに共有
する場です。
対象　ご家族
開催予定日　8/4（土）、12/8（土）、2/23（土）
時間　13:30 ～ 15:30
会場　掛川市総合福祉センター�共用会議室

個別相談
　社協本所または、市内５ヶ所に設置されて
いるふくしあにおいて随時受け付けています。

居場所
　当事者が気軽に利用できる場としての居場
所を地域若者サポートステーションかけがわ
と共催にて開設しています。
対象　当事者
開催予定日　毎月第４水曜日
時間　13:30 ～ 16:00
会場　掛川市総合福祉センター�
　　　 東館１階相談室
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H30赤い羽根地域福祉促進助成事業助成団体決定報告
および第２次募集について（お知らせ）
　掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業について掛川市の
３団体の応募があり、厳正なる審査の結果、下記団体への助成が決定致し
ました。

団体名 申請額 申請事業内容

シニアクラブ掛川支部南郷東親和会 42,000円 ハンドベル購入。活動の幅を拡げ
加入促進をはかる。

中央高町区 60,000円 ハンドベル購入。高齢者の健康促
進と親睦を図る。

西山地区福祉協議会
（子育てサークルじゃがいも） 22,000円 寝具、おもちゃ等の購入。子育て

世代に役立つ講座開催。

～第２次募集についてのお知らせ～　　　 赤い羽根共同募金を活用した助成

事 業 名：掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業
目　　的：赤い羽根共同募金の助成金を活用し地域福祉の促進を図るために実施する
助 成 額：上限額10万円　助成率80％以内
実施年度：平成30年７月２日(月)から平成31年２月８日(金)までに完了する事業
対象事業：�地区福祉協議会、ボランティア団体、特定非営利活動法人、小地域活動団体等が実施

する地域の支え合いやネットワーク作りを行うための事業、講座、必要な機材整備等。
申請締切日：平成30年10月31日(水)
【問合せ先】　 地域福祉係　☎�22-1294　(担当 岡本　松浦)
　　　　　　　各ふくしあ社協：東部�☎�23-4720・中部�☎�28-8546・西部�☎�29-6192　
　　　　　　　　　　　　　　　南部大東�☎�72-1135・南部大須賀�☎�48-5531

次は南郷地区の紹介です。お楽しみに♪

　国浜区福祉委員会は、80才以上の方を対象としたふれあい交流会、60才以上の方が参加
できる地区サロン『ふらっと』を中心に活動しています。前年度までの福祉委員も活動に協
力し、その推進を支えています。また、地元福祉施設『くにやす苑』を毎年訪問し、奉仕作
業、小学生の奉仕体験、入居者さんとのふれあい会を行っています。区の敬老会も『くにや
す苑』のホールを使用させていただき、賑やかに行なわれています。
　前年度より、小地域福祉ネットワーク活動の見守り隊も発足し、活動が始まっています。
これからも、行事が充実したものになるよう考え、地区サロンにもっと多くの人が参加し、
やってみたい事がそのまま実践できるサロンにしていきたいです。

～ 国 浜 区 福 祉 委 員 会 ～

募金箱
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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。

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。

９月は…
 16日（日）
 10：00～15：00

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00～（８月は30日のみです。）
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と　き：平成30年８月10日（金）10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：第１子妊娠中の妊婦さん
内　容：あかちゃんグッズを作ろう！
　　　　フリートーク・おもちゃ・絵本・手遊びの紹介など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

プレママ集まれ！にこにこたまご　申込み受付け中

と　き：平成30年８月25日（土）13:20～15:00
ところ：大東保健センター２Ｆ　調理室
対　象：小学生1～6年生　20名（先着順）
内　容：ハワイアンパンケーキ
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（初参加者には当日渡します。）
※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！

キッズクッキング　申込み受付け中

と　き：平成30年８月23日 (木)9：30～12：00
� （受付9:15～）
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：幼児から大人まで（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：講師の先生と「かごバッグ」を作ります。
持ち物：参加費200円（中学生まで）300円（大人）
　　　　水筒、タオル、木工用ボンド、各自必要な物
　　　　参加費と一緒に申込用紙を提出してください。
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

幼児から小学生まで　８/10(金)締切
夏休みわくわく工作「かごバッグ」

と　き：平成30年8月25日（土）
　　　　10:00～12：00（受付9：45～）
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：小学生　　15名
　　　　※小学生は自分で申し込みましょう。
内　容：そば打ち体験
持ち物：�参加費200円、水筒、マスク、三角巾、エプロン、

手拭きタオル、タッパ―
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965
　　※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。

クッキングクラブ　申込み受付中

９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

5 水
 9:30 こあらくらぶ
10:30 うさぎくらぶ

12 水 放課後 移動児童館（千浜小）

13 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（１、２歳児）生きデイさんと交流

14 金 放課後 移動児童館(大坂小)

18 火
14:40

ジャンプクラブ(幼児)
15:30

19 水 放課後 移動児童館(土方小)
20 木 18:00 ドッジボールクラブ(小学生)
22 土 13:20 キッズクッキング
26 水 放課後 移動児童館(中小)

28 金  9:30 赤ちゃんふれあい交流会(ぱんだくらぶと高校生)

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

3 月 放課後 移動児童館(横須賀小)

5 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児生きデイさんと交流

6 木 10:00 すくすく広場

8 土
10:00 わくわくキッズ
13:30 一輪車クラブ

13 木 10:00 つくしんぼの広場合同
21 金 放課後 移動児童館(大渕小)

28 金  9:30 赤ちゃんふれあい交流会（すくすく広場と高校生）

29 土
10:00 作って遊ぼう
13:30 クッキングクラブ

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

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
 9:45 にこにこベビーA
10:30 にこにこベビーB

8 土 10:00 おもちゃ病院
9 日  9:00 中・高校生と赤ちゃんふれあい交流事業

13 木
 9:45 ち～ちゃいもんひよこA
10:45 ち～ちゃいもんひよこB

14 金
11:00 ち～ちゃいもんうさぎA
放課後 移動児童館(和田岡小)

15 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

16 日  9:15 サンデーパパ(消防署見学)
19 水 10:00 ちびっこ広場
21 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎB
22 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
25 火 10:00 ふたごの日

★お話の広場★
８月７日、28日11:00 ～

手遊び・絵本の読み聞かせなど
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日　時：８月22日（水）10：00～12：00
場　所：社協 共用会議室
内　容：�聴覚に障がいのある方から、お話を

聞いた後に手話の体験を通じた交流
を行います。夏休みに新しいことへ
チャレンジしてみませんか♪♪

　　　　＊内容の詳細はお問合せ下さい。
持ち物：筆記用具、飲み物
対　象：市内中学生20人（※先着順）
その他：大東、大須賀支所より送迎バス有

　おもちゃ修理仲間を募集しています。お返しす
る時の持ち主の笑顔を励みに、修理した時の満足
感を味わってみませんか？
日　時：おもちゃ病院開院日（月１回）
� 10：00～12：00
場　所：掛川児童交流館
対　象：�おもちゃ修理に興味のある方ならどなた

でも
内　容：�その場で修理、又は持ち帰って家で修理
必要品：プラスドライバーやペンチ等の手工具
【問合せ先】☎080-2622-4232河瀬(ボランティア)
　　　　　 詳細は問合せ下さい。
　　　　　 開院日の見学も歓迎

　福祉車輌を運転して送迎してくださるボラン
ティアを募集しています。
日　時：９月16日（日）
　　　　10：00～12：00（受付９：30～）
場　所：総合福祉センターあいり～な１階
　　　　シルバー作業室
対　象：�運転ボランティアに興味のある方なら�

どなたでも
内　容：福祉車輌の説明・体験

【問合せ先】掛川市車椅子友の会掛川支部
� fujita-masahiro@outlook.com（代表：藤田）
� ☎0537-24-5333（副代表：横山）

　今年は大阪が被災し、今も多くの人が避難所で生活をしています。
　東海地方もいつ被災地となるか分かりません。「災害ボランティアセンター」立ち上げは、支援を
求める被災地の方がたのニーズと、支援をしたいという方がたの熱い思いによって成り立っています。
掛川市では、災害ボランティアセンター立上げから３日目を想定して、実際にどういう活動の流れがあ
るのかを、市民のみなさんと協働し体験していただきます。

日　時　：平成30年９月２日（日）9：30～12：00（受付　9：15～）
場　所　：掛川市総合福祉センターあいり～な内　シルバー人材センター作業室
対　象　：防災について興味がある方ならどなたでも
締　切　：８月２4日（金）まで
申込み　：地域福祉係（担当：岩瀬）TEL：22-1294　　FAX：23-3319

＊送迎バス時刻表＊
行き 帰り

9:00 大須賀支所 12:05 総合福祉
センター

9:10 大東支所 12:35 大東支所

9:40 総合福祉
センター 12:45 大須賀支所

手話にふれてみよう

おもちゃ修理
ボランティア募集

福祉車輌の
運転ボランティア体験会

災害ボランティアセンター立上げ訓練参加者募集

中学生ふれあい交流事業

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

【申込み・問合せ先】
地域福祉係☎22-1294
（担当：岩瀬）

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。

 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

９
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（平成30年６月分）※順不同敬称略
●寄付物品
＊榛葉公枝（介護用品）　＊鈴木克己（石鹸）
＊竹島猛（タオル他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房(有)（焼き菓子）
＊第四地区民生委員児童委員協議会
　（未使用切手他）
＊植松雅晃（タオル）
＊匿名２件（介護用品他）

●寄付物品（フード）
＊山脇たか子

●収集物
＊梅津健吉　＊荒木州子　＊鈴木きみこ　＊妙徳寺
＊戸塚書道教室　＊ギャバン㈱　＊マルエス自動車㈱
＊大橋たばこ店　＊中央三丁目
＊西南郷地区まちづくり協議会　＊十王いきいきクラブ
＊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
＊掛川市勤労者協議会　＊福祉課
＊大東苑　＊訪問看護ステーション大東　＊匿名４件

 
あたたかい心を

ありがとうございます
中遠環境保全(株)様から1,000,000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◆

「笑顔のつどい」のご案内
北部：８月31日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：８月８日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

～ 社 会 福 祉 協 議 会 職 員 募 集 ～

※�並行して募集活動を行っておりますので、本誌発行時には状況が変わっている可能
性があります。まずは、お問合せください。【問合せ先】☎22－1294（担当：松井）

【コミュニティソーシャルワーカー】
◎勤 務 先：ふくしあ（三俣）
◎勤務内容：福祉相談、個別支援、福祉事業企画、
　　　　　　地域・ボランティア活動支援、
◎勤務時間：月～金（8:30～17:15）
　　　　　　（残業・休日出勤有）
◎資　　格：不要（�社会福祉士、精神保健福

祉士があると尚良し）
◎身　　分：嘱託職員（月給制）

【老人福祉センター事務員】

◎勤 務 先：山王荘（大坂）

◎勤務内容：会館管理、貸し出し、健康講座企画

　　　　　　シニアクラブ事務支援

◎勤務時間：月～土（8:30～17:15）

　　　　　　（休日：日曜日+シフト休）

◎資　　格：不要

◎身　　分：嘱託職員（月給制）
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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。


