
９月16日（金）南体育館「し～すぽ」において、第８回シニアクラブ掛川輪投げ大会が開催されました。32チーム
192人の選手が“健康の増進”として熱戦を繰り広げ、会員相互の親睦を図りました。「掛川市歌　タオル体操」を
準備運動として参加者全員で行いました。
結果は、優勝 掛川支部八坂楽友会、準優勝 掛川支部初馬上三楽会、３位 掛川支部南郷東親和会と大須賀支部八千
代会Ｂでした。上位２チームが県老連主催の輪投げ大会へ出場します。
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掛川市社会福祉協議会本所
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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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子どもは、遊びの中で成長していきます。おもちゃは遊びをより楽しくする子どもたちの大切な友達です。

①おもちゃを借りることができます。
　楽しいおもちゃや気にいったおもちゃは１か月間借りることができます。
　(次回の開館日に返却してください)
②お子さんに合ったおもちゃを一緒に考えていきます。
　担当者がいますので、なんでも相談してください。
③子育てに不安なことや悩みがあれば、相談できます。
④家庭や学校の先生や友達とは違った人たちとも出会えます。

　【問合せ先】障害者支援係　☎22-1309（担当：山﨑、後藤） 

開館日　　毎月第３日曜日
時　間　　午前10時から午後３時（おもちゃの貸出は２時45分まで）

場　所　　掛川市総合福祉センター３Ｆ　児童交流館（プレイルーム）
　　　　　※お子さんだけの来館はできません※

　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。

【問合せ先】
　静岡県立静岡視覚特別支援学校
　☎054－283-7300
　� （担当：小出、仲山）

平成29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、ご相談下さい』

【社会事業協力者】
＊山崎朝子　＊小島さとみ　＊赤堀義博
＊かしの木文庫　＊城北町いきいきサロン
＊旭ヶ丘サロン ｢水曜会｣
＊西南郷地区福祉協議会 
　　　　子育てサロンのびのび広場

【優良社会福祉地区】
＊大渕地区福祉委員会

【社会福祉法人・施設】
＊涌田美由紀　＊坪井孝将　
＊高橋克子　＊長谷川敦子　＊小林一代

【共同募金優良団体】
＊連合静岡東遠地域協議会
＊シニアクラブ掛川掛川支部
＊矢崎部品㈱大浜工場�
　　　　全矢崎労働組合大浜支部
＊矢崎部品㈱大東工場�
　　　　全矢崎労働組合大東支部

10月７日（金）、静岡市民文化会館にて、平成28年度静岡県健康福祉大会が開催されました。
「スマート・エイジング～脳を鍛えて認知症を予防する～」をテーマに、東北大学加齢医学研究所 所長の川
島隆太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）

平成28年度　静岡県福祉大会開催

かけがわキューピーおもちゃ図書館
～障がいのある子もない子も共に育ちあう場～

おもちゃ図書館
ボランティア募集中！
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～大須賀第三地区福祉協議会～

次は和田岡地区の紹介です。お楽しみに♪

　当地区は約70％が農業区です。若い頃、田畑でよもやま話に花を咲か
せながら交流をしていた方々が、現在は70代以上となり、各地区のサロ
ンに参加し、余興やゲームで日頃の疲れを癒しています。特に沖之須区に
は、“わかば会”と“いこい茶屋”というサロンがあり、２ヶ所合わせて
年間17回活動しています。民生委員・福祉委員・シニアクラブの人達が
盛り上げてくれています。その他の地区においても回数は少ないながらも、
同様に盛り上がりをみせています。
　中央公民館で開催している「ご長寿を祝う会」では、横須賀高校の郷土
芸能部の三社祭礼ばやし・よさこい踊りなどを観覧して楽しんでいます。
また、各地区で３世代交流会を開いて老若男女が集まり楽しいひと時を過
ごしています。毎月定例会を実施し、現状報告や今後の活動方針、見守り
ネットワーク活動のさらなる推進について検討を重ねています。

日　時：１月28日(土)　午後１時30分～午後３時30分（受付 午後１時～）
場　所：22世紀の丘公園　たまり～な　大研修室
内　容：ひきこもりについての基礎知識、地域住民としての在り方
講　師：白梅学園大学　長谷川敏雄　教授
対　象：市民100名
【問合せ先】地域福祉係　☎22－1294（担当：川又） 

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。
地域住民としてこれからどうとらえていくか。この機会に一緒に考えていきませんか？
是非、お誘い合わせのうえご参加ください。

　10月１日から赤い羽根共同募金が始まりました。
　掛川駅や大型ショッピングセンターの店頭をお借りして掛川市長をはじめたくさんの方々と一緒
に共同募金運動の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やさしい活動です。皆さまの心温まるご協力をお願いいたします。

街頭募金のご報告
ＪＲ掛川駅� 19,245円
しずてつストア掛川店前� 28,032円
カインズホーム掛川店前� 14,693円
アピタ掛川店前� 22,581円
リベロ大東店前� 15,936円
カインズホーム大東店前� 16,493円
ザ・ビック大須賀店前� 16,495円
ナフコ大須賀店前� 6,853円

赤い羽根共同募金運動がスタートしました！

平成28年度　ひきこもり者支援啓発講演会

『一人ひとりの思いを支え、つなぐ地域づくり』

平成28年10月１日～12月31日　運動期間

募集
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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。

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

２ 金 放課後 移動児童館（大坂小） 1 木 10：00 つくしんぼの広場（クリスマス会） ２ 金 10：00 ペンギン広場

３ 土 13:30 ダンスクラブ(小学生) 3 土 10：00 わくわくキッズ ７ 水 10：00 ちびっこ広場

6 火 15:00
15:35 英語で遊ぼう！（園児） 9 金 11：00 お話の広場 ８ 木 10：00 ち～ちゃいもんひよこ

７ 水 放課後 移動児童館(土方小) 10 土 10：00
13：30

作って遊ぼう、楽しもう
一輪車クラブ ９ 金 10：00 ち～ちゃいもんうさぎ

8 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（1,2歳） 17 土 13:30 クリスマス会
10 土

10：00 なんでもチャレンジクラブ

10 土  9:30
13:30

もちつき会
ダンスクラブ(小学生) 10：00 おもちゃ病院

14 水 10:00
放課後

ぱんだくらぶ(0歳児)
移動児童館（中小） 11 日 10：00 サンデーパパ

17 土 14:00
15:30

体操遊びクラブ（1，2年生）
（3年生～）　会場：アイク 17 土

 �9：00
10：30
13：30

ハンドメイドクラブＡ
ハンドメイドクラブＡ
ハンドメイドクラブＢ

24 土 13:20 キッズクッキング(小学生) 21 水 10：00 ちびっこ広場

25 日 10：00 双子の日

27 火 10：00 年末ピカピカ大作戦

と　き：平成28年11月20日（日）10：00～12：00
ところ：福祉活動館（体育館）
対　象：未就学児とその保護者10組
内　容：�交流館のち～ちゃいもんうさぎ（２歳児教室）の�

親子と一緒に大ちゃん先生の指導で親子体操をします。
持ち物：上靴、水筒、タオル
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

サンデーパパ　大ちゃん先生の親子体操
申込み受付中

と　き：平成28年11月26日（土）9：00～13：30
　　　　　児童交流館9：00集合・大東児童館9：30集合

対　�象：�小学生20人
内　�容：交流館からバスで大東浜野八木農園に行きます。

�里芋を収穫し、大東児童館でとん汁を作って昼食を
みんなで食べます。

持ち物�：�参加費200円、帽子、汗拭きタオル、水筒、おにぎり
　　　　ゴム手袋、長靴、着替え
　大東児童館に近い子はそちらに9：30集合です。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822
　　　　　　　　　大東児童館　　　☎72-7830

小学生農業体験　里芋収穫祭　申込み受付中

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

毎週金曜日は★おはなしタイム★

午前�11：00～　午後 �3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

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…
 18日（日）
 10：00～15：00

と　き：平成28年11月19日（土）10：30～12：00
ところ：大須賀老人福祉センター　芝生広場・大広間
内　容：秋の味覚を楽しもう（やきいも）
　　　　待っている間に、オセロ大会をしよう。
対　象：小学生１～６年生　15人（先着順）申込み制
　　　　自分で申し込んでね。
持ち物：参加費100円、軍手、ハンカチ、ティッシュ、タオル、水筒
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

わくわくキッズ　11/7（月）15：00～受付開始

と　き：平成28年11月26日（土）13：20～15：00
場　所：大東保健センター　調理室
内　容：チョコバナナマフィン
対　象：小学生１～６年生　20人(先着順)　申込み制
　　　　自分で申し込んでね。
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・飲物・
　　　　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

キッズクッキング
11月１日（火） 15：00～　申込み開始
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行事予定



　掛川ロータリークラブ(吉岡孝之会長)では、9月11日
ヤマハリゾートつま恋にてふれあい広場を開催しました。
　同イベントは、ロータリークラブの活動目的の一つで
ある社会奉仕活動の一環として、東遠学園に通う青少年
と交流を深めることを目的としたもので、1995年より
毎年開催されています。
　21回となる今回も、クラブ会員や夫人らがカレーや
焼き鳥などの料理をふるまったほか、綿菓子、かき氷な
どの飲食ブースを用意。宝探しゲームやボウリング・輪
投げ・スイカ割りなどのレクリエーションやポニーの体
験乗馬などを提供し、子供たちと共に楽しい一日を過ご
しました。

　９月27日（火）徳育保健センターにおいて
地域ボランティア講座を開催しました。
　講師に会議ファシリテーター普及協会代表、
釘山健一氏をお招きしました。今回の内容は会
議を楽しく、効果的に行う為の会場の飾りつけ
や付箋の使い方、指示の伝え方など実践的に役
立つ方法を学びました。参加者からは「今後、
自分たちの会議でも実践してみたい」「会議に
対する考え方が変わった」などたくさんの感想
をいただきました。

掛川ロータリークラブ　ふれあい広場

サンタの格好をした青年ボランティアがお宅にプレゼントをお届けします♪
応募条件
　・掛川市内のお宅であること
　・未就学のお子さんがいること
　・宅配日にご自宅にいること
　・プレゼントは応募者側でご用意ください

募　　集：先着 30軒
宅 配 日：12月23日（金・祝）　17：30～20：30
募集開始：11月10日（木）　9：00から

宅配サンタ in かけがわ

～誰でもできる！会議の極意！～

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

報告

報告

サンタにプレゼントを届けてほしいお宅募集!!

【問合せ・申込み先】
　　地域福祉係　☎22－1294（黒柳・渡部）

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

◆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：11月25日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：11月９日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３階・会議室

（平成28年9月分）※順不同敬称略

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日曜日は女性のみ

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

11（日）

18（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

 2（金）
13：00
～
16：00

16（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 28（水）

 9：00
～
12：00

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㈱静岡工場夏祭り実行委員会様から
234,681円、タイコエレクトロニクスジャパン
合同会社様から300,000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。

●寄付金
＊ブリヂストンエラステック労働組合
＊掛川市歌謡連盟
＊匿名3件

●寄付物品
＊水野幸雄（バック）＊酒井泰孝（ラジカセ他）
＊中村貴志（おもちゃ）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊ホンダカーズ駿河掛川インター店（タオル）
＊榛葉自動車商会（玄米）＊折り紙ランド（装飾品）
＊キューピーの会（ネット、紙ひも）
＊匿名１件（衣類）

●収集物
＊高橋春香　＊鈴木よし子　＊木村けい子
＊㈱丸山製茶　＊シーエス薬品㈱会社掛川支店
＊㈱ギャバン　＊西町区
＊第3地区民生委員児童委員協議会
＊第4地区民生委員児童委員協議会
＊下俣郵便局　＊掛川市勤労者協議会
＊市役所 保健予防課　＊匿名2件

作 品 展　　11月28日（月）　午後１時～12月２日（金）　正午
　　　　　　※11月29日（火）は「たまり～な」休館日
内　　容　　書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　　　演芸大会（歌の部）　　　　 11月30日（水）
　　　　　　演芸大会（舞踊その他の部）12月１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　　22世紀の丘公園コミュニティセンター「たまり～な」
問合せ先　　シニアクラブ掛川支部事務局　☎24-2754

シニアクラブ掛川　掛川支部文化祭

大須賀生きがいデイサービスセンター 職員募集
○雇用形態：パート職員（時給920円）
○勤務時間：火～金の内、週３～４日
　　　　　　9：00～16：00（６時間）
○勤務場所：大須賀老人福祉センター他

○勤務内容：高齢者生きがい支援企画、
　　　　　　レクリエーション、健康体操他
【問合せ先】高齢者支援係　☎24-2754
� （担当：松井）
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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。


