
ママフェス

4月28日（土）児童交流館では第1回ママフェスが行われました。
ママ主催のママが作るお祭りということで、当日は生き生きとしたママの姿がたくさん見られました。来場
者も多くにぎやかなお祭りとなりました。

ママって大変？忙しい？イライラ、クヨクヨすることもあるけど…

やっぱりママって最高‼

キョーちゃん
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かけがわキューピー　おもちゃ図書館

シニアクラブ会員募集

おもちゃ図書館は、障害のある子もない子もおもちゃで遊び交流し、
遊びを通して共に育ち合う場として開催しています。
日　時　毎月第３日曜日　１０時から１５時まで（10月は開催無し）
会　場　掛川児童交流館　「プレイルーム」
　　　　（掛川市総合福祉センター　あいり～な３階）
親子で参加になります。好きな時間に来て遊ぶことができます。おもちゃで遊び、おもちゃ
を借りることもできます。「おもちゃでどんなふうに遊べばいいのかな？」、「どんなおもちゃ
を選んだらよいかな？」など気軽に相談ができます。

シニアクラブの良さは入ってみないとわかりません！
シニアクラブ活動で、仲間や生きがいを見つけ、心も体も健康にいきいきと豊かな生活を送
りましょう

ノルディックウォーク、ゴル
フ、グラウンドゴルフ　他

仲間・きずな作り
高齢者世帯への安否確認　他

文化の伝承活動、見守り
花づくり、清掃活動　他

友 愛

おもちゃ図書館では協力していただけるボランティアさんを大募集しています。
内容
・子ども達と一緒に遊ぶ　・おもちゃの貸し出しのお手伝い　・おもちゃの整理・保管
・おもちゃの片付け　・資金面での寄付
ご都合の良い時間で参加できます。ご参加お持ちしています。

おもちゃ図書館ボランティアに参加してみませんか？

おおむね60歳以上の方ならどなたでも入会できます。活動への参加は自由です。

みんなで来てね♪

【問合せ先】　障がい者支援係　☎22－1309（担当：山﨑・後藤）
　　　　　　 おもちゃ図書館開催当日の問合せ先　掛川児童交流館　☎24-0822

【問合せ先】
シニアクラブ掛川支部事務局　　☎24-2754
シニアクラブ大東支部事務局　　☎72-5370
シニアクラブ大須賀支部事務局　☎48-5965

健 康 奉 仕
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ママフェス
4月28日(土)

次は大須賀第一地区の紹介です。お楽しみに♪

　原田地区福祉協議会は、原田福祉館にて元気よく楽しく過ご
せる場や機会を提供することをモットーに活動しています。
我々元気クラブは原田地区在住の70歳以上の方を対象に月1回
のペースで実施しています。
　午前中は健康診断と体操、午後はレクリエーションを行って
います。主に市内で活動しているボランティアの方々のマジッ
ク・歌とトーク・脳トレ・ギター・演劇などを一緒に楽しんで
います。今年の2月には、プロの落語家の方を迎え、一般の方
にも呼び掛けを行なったところ、大勢の参加があり、大変盛り
上がりました。

～原田地区福祉協議会～

　福祉活動館にて今年度初めての開催となる“ママ
フェス”が行われました。
「ママバトン」「ブリリアントスターズ静岡のライ
ブ」「ヤクルトさんの食育のお話」「顔はめで変身＆
撮影コーナー」など、様々なコーナーを多くの家族
連れが楽しみました。また同時開催となる「ダンス＆レクリエー
ション」では子どもから大人まで多くの市民が楽しい音楽に合わせ
て体を動かしました。キョーちゃんも登場し、来場者と楽しく交流
することができました。

福祉教育への取り組み紹介 ～静岡県立横須賀高等学校～

◆福祉委員会
年に3回の募金活動、書き損じはがき・使用済み切手の回収、被災地に送る
物資募集の呼びかけ等

◆有志生徒
　街頭での募金活動、地域や施設でのイベントへのボランティア参加
◆郷土芸能部
　地域の介護施設や行事で年間９０回以上の慰問公演、地域イベント
　（盆踊り・ちっちゃな文化展）等の手伝い。

毎年10月に地域で行われる「ちっちゃな文化展」では、部活動単位での地
域清掃や、来場者への給茶サービスも行っています。
地域密着型の活動を行ってきた横須賀高校に、本年度から「地域交流活動
部」が発足しました。日ごろお世話になっている地元の皆様に、ボラン
ティアという形でさらに貢献・交流をしていきます。

横須賀高校では、福祉委員会や郷土芸能部を中心に、数多くのボランティアに参加しています。

ママのマ
マによる家族のためのおまつり
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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

3 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児） 5 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 1 日 10:00 サンデーパパ（水遊び）
14:40
15:30 英語であそぼう（園児） 6 金 10:00 つくしんぼの広場２歳児 ３ 火 10:00 双子の会

4 水
9:30 こあらくらぶ（2歳児） 11 水 10:00 すくすく広場 4 水 10:00 ちびっこ広場
10:30 うさぎくらぶ（1歳児）

14 土
10:00 わくわくキッズ

5 木
 9:45 ち～ちゃいもんひよこA

放課後 移動児童館（千浜小） 13:30 一輪車クラブ 10:45 ち～ちゃいもんひよこB

10 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児） 19 木 10:00 つくしんぼ合同プール

6 金
 9:45 ち～ちゃいもんうさぎA

14:40
ジャンプクラブ（園児） 28 土

10:00 クッキングクラブ 10:45 ち～ちゃいもんうさぎB
15:30 13:30 作って遊ぼう 7 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

13 金 放課後 移動児童館（佐束小） 10 火 10:00 にこにこたまご

18 水
9:30 こあらくらぶ（2歳児）

13 金
 9:45 にこにこベビーA

10:30 うさぎくらぶ（1歳児） 10:45 にこにこベビーB
21 土 13:20 キッズクッキング

14 土

 9:00 ハンドメイドA（ダイヤモンド）
27 金 13:30 夏まつり 10:30 ハンドメイドA（キョーちゃん）

13:30 ハンドメイドB
10:00 おもちゃ病院

18 水 10:00 ちびっこ広場
22 日  9:30 夏まつり
25 水 10:00 ふたごの日
26 木 10:00 囲碁体験教室

27 金
10:00 わくわく工作
13:30 宿題をやろう！

28 土 10:00 性教育ワーク

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00 ～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

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

★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。

と き：平成30年６月10日（日）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：赤ちゃんグッズを作ろう！、フリートーク
　　　　絵本・手遊びの紹介　など 
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６月9日（土）9:00～12:00(小雨決行)
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間、大須賀地区 
対　象：幼児～小学生（幼児は保護者同伴） 20人
内　容：さんぽしながら大須賀地区の歴史について学びます。
　　　　お父さんの参加大歓迎。一緒に学びましょう！
持ち物：筆記用具、水筒、帽子、雨具(雨天の場合)、各自必要な物 
申込み：来館または電話にて受付
 申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

幼児から小学生まで　申込み受付中
　パパ参加　「大須賀ブラブラさんぽ」

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。　　

７月は…
 15日（日）
 10：00～15：00

と き：平成30年6月23日(土)13:20～15:00
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：ピーチヨーグルトケーキ
対　象：小学生１～６年生　20人(先着順)　申込制
　　　　自分で申し込みしてね。
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。）
申込み：来館または電話にて受付
※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

キッズクッキング　6月2日（土）9：30～申込み受付開始

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョサンデーパパ～水遊び～

6月10日(日)9:00～申込み受付開始
★パパと一緒に夏を楽しもう！★

と き：平成30年7月１日(日)10:00～12:00
ところ：福祉活動館（体育館）付近
対　象：小学生未満の子どもと父親　　10組(先着順)
内　容：プールで水遊び、アイスパフェを作って食べよう！
持ち物： 参加費(1家族100円)、水着(乳児は水遊び用パン

ツ)、大人は濡れても良い服装、帽子、タオル(体拭
き・手拭き用)、着替え、水筒

申込み：来館または電話にて受付
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822
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掛川市地域
支え合いフォーラム

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

～ボランティア相談事業について～
　社協ボランティアセンターでは、ボランティアに関
する情報の提供を随時行っています。
　社協HPやSNSでの情報発信に加え、各ふくしあで
右のような施設ボランティア冊子・特技ボランティア
冊子の配布をしております。
　『ボランティアをやってみたい！』『興味があるけど、
どんなボランティアがあるのかわからない』等ありま
したらお気軽にお問合せください。各種冊子への情報
掲載希望も随時受付けております。

【問合せ先】
地域福祉係☎22-1294（担当：渡部、岩瀬）

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

「今、助け合いを広げる時」
～支え合いで安心して幸せに
� 暮らせるまちを目指して～

日　　時：７月４日（水）13:30～16:15
会　　場：掛川市生涯学習センター大ホール
講　　師：公益財団法人さわやか福祉財団
　　　　　　　　　　 会長　堀田　力 氏
対　　象：市民（定員／６００人）
申込締切：６月22日（金）

【申込み・問合せ先】
地域福祉係☎22-1294（担当：松浦・堀場）

　高齢者サロンボランティアとして3年以上活動をされている方を対象として、介護予防・
健康維持をテーマとした3回日程の研修会を健康長寿課と共催開催いたします！！！サロン
の運営だけでなく、参加者の健康維持にも意識したサロンづくりを検討していきませんか？
お誘いあわせの上ご参加ください！

開催日 時間 内容
①７月30日(月) 南部

9:30
～

11:00

北部
13:30

～
15:00

介護予防体操 (定員 各会場50名)
②８月20日(月) レクリエーション講座 (定員 各会場50名)
③８月27日(月) 介護予防の必要性についてのお話 (定員 各会場50名)

会場 南部会場 ①③大東市民交流センター　②大須賀市民交流センター
　　 北部会場 ①②③ 掛川市役所4階会議室1
【申込み・問合せ先】
 地域福祉係 ☎22-1294（担当：武

ブ ソ ウ ジ マ

藏島）

平成29年度1年間に受付しました
当会に対する苦情件数を
報告いたします。

●苦情受付件数　２件
　職員の対応に対して…１件
　福祉サービス・社協事業に対して…１件

　寄せられた苦情は、苦情解決第三者委員
報告会にて報告し、適切な対応の仕方や再
発防止へ向けて、外部識者からのアドバイ
スをいただきました。
　社協では、皆様からの声を真摯に受け止
め、より良い福祉サービスの提供・地域福
祉の推進に努めてまいります。

♪居場所、いい場所、いい関係♪－高齢者サロンの魅力再発見－

募集

高齢者サロンボランティア中級研修会
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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。

 
あたたかい心を

ありがとうございます
　神誠会館さくらぎ様から150,000円、掛
川匿名の会様から108,658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。

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
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性優先

 1（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 8（日）

15（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

 6（金）

13：00
～
16：00

20（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 13（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（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

7
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（平成30年４月分）※順不同敬称略

◆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：6月29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：6月13日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

　市民の皆様には、昨年度も大変多くの収集物
をお寄せいただきありがとうございました。い
ただいた収集物は、ボランティアサークル「金
の砂」の会員によって丁寧に整理された後、市
内の社会福祉活動に活用させていただいていま
す。
　今年度もご協力をお願い致します。

平成29年度　整理結果

内容
ベルマーク
1点1円

古切手
1kg　約7000枚

数量 136,851点 86kg

バランスのいい食事で体力を維持しよう

日　　時：6月27日（水）13:30～15:00
会　　場：総合福祉センター２階 共用会議室
講　　師：㈱杏林堂薬局
　　　　　　　  　長嶋　桃子 氏
対　　象：高齢者を介護している家族等
申込締切：６月20日（水）

【申込み・問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294（担当：渡部）

♪在宅介護者の会・会員募集中♪

ありがとうございました◆家族介護支援事業◆
介 護 教 室

募集

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。

●寄付金
＊倉真小学校
　昭和27年度卒業生同窓会
＊本所原子心和会
＊カサブランカ
＊曹洞宗寺族摩耶の会

●寄付物品
＊鈴木愛子（タオル）
＊山脇たか子（食品）
＊お茶の実の雪うさぎ工房(有)

（焼き菓子）
＊掛川市赤十字奉仕団（タオル）
＊匿名1件（介護用品）

●収集物
＊吉岡正直　＊神谷久子　＊鈴木織枝　＊馬場睦子
＊杉山清子　＊本多とし子　＊岡本迪子　＊鈴木なるみ
＊㈱ギャバン　＊㈱ヨシダ　＊沖一化工㈲　＊海坂発行所
＊インフラテック㈱静岡営業所　＊大東苑
＊ケアステーション明日香　＊工房つつじ
＊第三地区民生委員児童委員協議会　＊十王区王寿会
＊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　＊中央三丁目
＊市役所 福祉課　＊匿名3件　
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