
　10月20日（日）掛川市生涯学習センターにて「第15回掛川市ふれあい広場」を開催しました。
福祉施設やボランティア団体52団体が参加し、活動紹介や自主製品の販売などが行われました。
今年度は和太鼓奏者の岡田寛行様に和太鼓の迫力ある演奏を披露していただきました。また、発表団体に
よるダンスや演奏発表が行われ、会場は大いに盛り上がりました。来年度の来場もお待ちしております。

補正中

ふれあい広場でたくさんの笑顔があふれました☆

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
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◆寄付金・寄付物品
・お茶の実の雪うさぎ工房有限会社 様（焼き菓子・お茶パック）
・株式会社ダイナム 様（文房具他）
・横さんち 様（クリアファイル）
◆企画

・和太鼓奏者　岡田寛行 様（特別企画）
・掛川市身体障害者福祉協会ろうあ部 様、手話サークル太陽の会 様（手話指導）
・第15回掛川市ふれあい広場　応援隊 様
◆企業ボランティア

・島田掛川信用金庫　本店・支店 様（応援隊、前日・当日ボランティア）
・株式会社ダイナム 様（応援隊、前日・当日ボランティア）
・株式会社オートベル 様（応援隊、団体ブース、前日ボランティア）
・掛川YEG　OB会 様（前日・当日ボランティア）
・明治安田生命　掛川営業部 様（当日ボランティア）
・退職者公務員連盟小笠支部 様（前日ボランティア）
◆学生ボランティア

・東中学校 様・北中学校 様・栄川中学校 様・掛川東高等学校 様
◆個人ボランティア

・個人ボランティア3名

―たくさんのご協力とご寄付をありがとうございました―

第15回掛川市ふれあい広場フォトギャラリー
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福祉教育への取り組み紹介

～曽我地区福祉協議会～

次は土方地区の紹介です。お楽しみに♪

　曽我地区福祉協議会から“いきいきサロン”2団体の活動をご紹介します。
　高御所サロン“ひまわり”は6年前に地域の居場所を作ろうとボランティア
の有志が立ち上げた高齢者サロンです。前向きに明るく元気を頂くようにと
“ひまわり”と名付け、明るく楽しく活動しています。現在の参加者は20人
～30人、ボランティアの方8人が、いろんな情報を集め地域の民話、お芝居、
楽器の演奏、マジック等々いつも楽しいイベントが盛りだくさんのサロンに
なっています。もちろんたまには、お菓子を食べながらの世間話の時間も取り
入れながら皆で作り上げるサロンとして大盛り上がりです。
　もう一つの細沢おしゃべりサロン“ピーチク”は3年前当初、全区民を対象
に女性の集まりのピーチクと男性の集まりの“パーチク”両方合わせて“ピー
チク・パーチク”の複合サロンとして予定しておりましたが、なぜか女性だけ
の“ピーチク”だけの活動となってしまいました。参加者は15人～20人で毎
週水曜日、待ちかねたように公会堂に集まり、5人のボランティアのリーダー
のもと、“ピーチク・パーチク”とお菓子を食べながらおしゃべり、ゲーム、
カラオケを楽しみ、脳活と笑顔いっぱい居場所を満喫しております。

　曽我小学校では、授業、行事、委員会活動、地域との交流な
ど様々な活動を通して、「福祉の心」を養い、進んで行動できる
子を育てています。
　５年生は、総合的な学習の時間に「福祉」をテーマに学習を
進めています。視覚障がいの方、肢体不自由の方を講師として
お招きし、お話を伺いました。また、アイマスクやガイド、

パラスポーツの体験をさせていただきました。調べ学習では知るこ
とのできない当事者の思いを感じ、実感を伴った理解となりました。
　福祉委員会では、毎週アルミ缶回収を行っています。集まったア
ルミ缶は換金し、学校で必要な物を購入したり、寄付したりしてい
ます。また、赤い羽根共同募金にも取り組んでいます。

≪対  象≫
・賞味期限1カ月以上の未開封の食品
・生鮮食品は受け付けていません
※詳細は社協ホームページをご覧ください

≪回収場所≫
①掛川市役所  　②社協本所
③大東ふくしあ　④大須賀ふくしあ

≪募集期間≫令和2年1/ ６～１/31まで

例
・缶づめ
・カップめん
・即席みそ汁
・米類、パックご飯
・レトルト食品
・飲料水（缶、ペットボトル）

ご協力を
お願いします

食べ物がなくて困っている方を対象に食品の支援を行っています

【問合せ先】
　生活支援係　☎22-1294 （担当：藤田・春田・稲葉）

フードバンクにご協力をお願いします

～掛川市立曽我小学校～
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１月行事予定

えいごでパーティー！
12月2日（月）～受付開始

キッズクッキング

と　き：12月14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人(先着順)　申込み制
内　容：りんごのパン
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・ビニー

ル袋・出席カード（初参加者には当日渡します。）
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

と　き：12月21日（土）10:30～11:30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：３歳から小学生まで
 （幼児は、保護者同伴のこと）20人
内　容：英語のうたを歌おう、ゲーム、プレゼント交換
　　　　お楽しみもありますよ！
持ち物：参加費300円、水筒、タオル、ビニール袋
 プレゼント（200円程度のもの）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

と　き：12月21日(土)サンデーパパ　  13：10集合
　　　　　　　　　パプリカダンス部12：50集合
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
【サンデーパパ】パパサンタになってクリスマス会を盛り上げ
よう！第2部のゲーム大会のお手伝いをして頂きます。
記念にキョーちゃんとの家族写真をプレゼント！良い思い出に
なりますよ。パパならどなたでもOK。申込み待ってます。
【パプリカダンス部】第1部の最後に大学生の生演奏でパプリ
カを踊ります。出欠の連絡を前日までにお願いします。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

と　き：12月1日(日)～12月25日(水) 
ところ：掛川児童交流館
対　象：どなたでも（1週間に1回参加できます）
内　容：クリスマスポイントラリーを開催！
　　　　館内にあるポイントをまわってカードを完成させよう！
　　　　参加者にはごほうびもあるよ。
問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

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

15 水  9:30 こあらくらぶ（２歳児）
10:30 うさぎくらぶ（１歳児）

19 日  9:45 じどうかんまつり

21 火
10:00 ぱんだくらぶ（０歳児）
15:00 ジャンプクラブ（園児）15:50

23 木 13:15 ぽけっと、キョーちゃん園訪問
（中幼稚園）

25 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

6 月 10:00～ おめでとうイベント　16:00
6 月 10:00 おめでとう週間

シールラリー～ ～ ～
10 金 16:30
9 木 10:00 ふくしあ子育て相談
11 土  9:00 一輪車マラソン大会

18 土  9:00 一輪車マラソン大会予備日
13:30 一輪車クラブ

23 木  9:30 つくしんぼの広場２歳児
10:30 つくしんぼの広場１歳児

26 日  9:30 福祉まつり（交流センター）

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

8 水 10:00 ちびっこ広場
10 金 10:00 にこにこたまご

11 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
10:00 おもちゃ病院

12 日  9:45 サンデーパパ（消防署見学）

16 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

17 金  9:45 ち～ちゃいもんうさぎＡ
10:45 ち～ちゃいもんうさぎＢ

18 土
 9:00 ハンドメイドクラブＡ（ひまわり）
10:30 ハンドメイドクラブＡ（さくら）
13:30 ハンドメイドクラブＢ

21 火  9:45 にこにこベビーＡ
10:30 にこにこベビーＢ

22 水 10:00 ちびっこ広場
24 金 10:00 にこにこベビーＣ
25 土 10:00 ふたごの日
31 金 10:00 ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ（合同豆まき会）

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

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

と　き：12月10日（火）10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：妊産婦さん （産後も３月まで参加できます。）
内　容：クリスマス会　
　　　　・胎教にぴったり！ハンドベルに挑戦・フリートーク
　　　　・おもちゃの紹介・読み聞かせなど
＊年間登録制になり友だちづくりがしやすくなりました。
　楽しいひとときを仲間と一緒に過ごしましょう！
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822 

にこにこたまご申込み受付中

申込み受付中

…年末年始の休館日のお知らせ…
◎大東・大須賀児童館
　12月28日（土）～1月5日（日）

◎掛川児童交流館
　12月29日（日）～1月3日（金）

サンデーパパ・パプリカダンス部
Inハッピークリスマス

クリスマス
ハッピーポイントラリー

★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。
　支障がある方は職員までお申し出ください。

 
小学生は自分で申込みしてね。 
※休む時は前日までに連絡してくだい。 

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。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

１月は…
 19日（日）
 10：00～15：00
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○日　　時　令和2年1月25日（土）9時30分開会
○会　　場　掛川市大須賀老人福祉センター
○参 加 費　一般/1,500円　高校生以下/1,000円（昼食付）
○対局方法　A組、B組、C組、D組（各組1人５対局）
○表　　彰　各クラス3位まで賞品、敢闘賞（上位者除き全員）
○申込方法　ハガキ、FAXで申込事項①～⑥を記入し1月17日（金）までに申し込んで下さい。
　　　　　　 ①氏名 ②学校名 ③学年 ④住所 ⑤電話番号 ⑥参加クラス(ABCD)別
○申 込 先　掛川市社会福祉協議会　大須賀老人福祉センター　
　　　　　　〒437-1304　掛川市西大渕150番地　
　　　　　　TEL０５３７－４８－５９５６　FAX０５３７－４８－５００６
　　　　　　※休館日(日・祭日)の申込受付はできません。
○協　　力　たまり～な将棋クラブ、大東将棋愛好会

今年も楽しい音楽の時間をみんなへ♪

交流館のハッピークリスマス
【と　き】12月21日（土）13：30～15：00（13：15開場）　【ところ】プレイルーム

＊参加費無料です。どなたでも自由に参加できます。

～第1部　クリスマスコンサート～
・ブラックシアター「サンタが街にやってくる」
・静大教育学部音楽科の学生による
 ハッピークリスマスコンサート
　♪もろびとこぞりて　♪赤鼻のトナカイ
　♪サンタが街にやってくる
　♪パプリカ（みんなで踊ろう！）　など

～第2部　おたのしみゲーム大会～
・パパサンタ＆キョーちゃんサンタ登場！
・素敵な景品が当たるかも…
　　みんなでビンゴ大会
・ サンタさんのお見送り
　 来場者全員にミニプレゼ

ントがあるよ。

キョーちゃん新春将棋大会参加者募集

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

第 42回静岡県ボランティア研究集会
●日時：令和２年２月９日（日）9：45～16：15
●会場：島田市総合施設プラザおおるり（島田市中央町5-1）
●内容：①基調講演：織田友理子（車椅子ウォーカー代表）
　　　　　　　　　　　『心のバリアフリー～持続可能な社会を目指して～』
　　　　②テーマ別分科会（８分科会）
　　　　③全体会
●参加費：1,000円　※別途、昼食代800円（希望者のみ）
●問合せ：NPO法人静岡県ボランティア協会　☎054-255-7357
　　　　　令和２年１月22日（水）締切り

【問合せ先】掛川児童交流館
☎ 24-0822

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
※第二日曜は女性優先
※�登録は写真持参でご本人
がお越しください。

 5（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

12（日）

19（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

17（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

31（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 10（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 24（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

１
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和元年10月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊土方区文化交流祭
＊千浜西区成行会
＊第31回会頭杯争奪チャ
リティゴルフ大会実行委
員会
＊匿名１件

●寄付物品
＊増田春雄（自転車）
＊安谷元如（座布団）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊匿名４件（衣類、タオル他）

●寄付物品（フード）
＊山脇たか子（米）　＊作楽人（米）
＊藤原良雄（上白糖）

＊グリフィスフーズ㈱（パンケーキミックス）
＊匿名２件（レトルトカレー、各種食材）

●収集物
＊安谷元如　＊髙橋春香　＊㈱ギャバン　＊大東苑
＊戸塚書道教室　＊十王いきいきクラブ　＊睦三会館
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊子ども希望課　＊福祉課
＊匿名１件

対　象：65歳位までの方（大学生・専門学生含）
場　所：市内1か所の学童保育所
期　間：登録日より（土曜保育あり）
　　　　※ 勤務時間・勤務日数・募集人数等につい

ては、お問合せください。
申込み：令和2年1月24日（金）まで
【申込み・問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294（担当：相澤）

業務内容：障害者・児の介護職員
時　　間：月曜日～金曜日
　　　　　8:00～18:00間で相談
給　　与：時給1,200円～+手当
資　　格：年齢概ね65歳位まで
　　　　　ホームヘルパー初任者研修終了者
　　　　　介護福祉士、ヘルパー2級など　
　　　　　※ 勤務時間等についてはお問合せください
【申込み・問合せ先】
障害者支援係　☎22-1309（担当：黒田・大矢）

登録ヘルパー募集～学童保育所　支援員募集～
学童保育所登録職員

◆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：12月20日（金）10：00～15：00　　あいり～な２階・教養会議室
★北部ではクッキングを行います。是非お越しください！
南部：12月11日（水）13：30～15：00　　大須賀市民交流センター

募集 募集
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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。


