
　10月21日（日）掛川市生涯学習センターにて「第14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54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。
　今年度は市内福祉団体によるダンスや掛川西高等学校應援團指導部による演武が行われ、会場
が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。

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
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第14回掛川市ふれあい広場フォトギャラリー

― たくさんのご協力とご寄付をありがとうございました ―
◆企画
　・掛川西高等学校　應援團指導部 様（演武）
　・ラグビーワールドカップ組織委員会 様（ラグビーボールパスゲーム）
　・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 昼・夜例会 様（手話指導）
　・第14回掛川市ふれあい広場実行委員 様
◆企業ボランティア
　・掛川信用金庫　本店・支店 様（実行委員、前日・当日ボランティア）
　・株式会社ダイナム 様（実行委員、前日・当日ボランティア）
　・ウエルシア薬局株式会社 様（前日ボランティア）
　・株式会社オートベル 様（実行委員、団体ブース）
◆物品寄贈
　・有限会社お茶の実の雪うさぎ工房 様（焼き菓子・お茶）
◆寄付金
　・ガールスカウト静岡６団
◆学生ボランティア
　・東中学校 様　　　 ・西中学校 様　　　　　 ・北中学校 様　　　　 ・栄川中学校 様
　・桜が丘中学校 様　 ・掛川工業高等学校 様　 ・掛川東高等学校 様
◆ブース
　・ラグビーワールドカップ組織委員会 様　　・掛川市民生委員児童委員協議会 様
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福祉教育への取り組み紹介

次は原谷地区の紹介です。お楽しみに♪

～大須賀第二地区福祉協議会～

シニアクラブ掛川支部「自立体力測定会」参加者募集
内　容　日常生活に必要な体力を測定し、評価・分析・今後のアドバイスをお届けします。
　　　　（会員以外も参加できます。但し65歳以上の方）
　　　　支部の測定会は今回が最終です。お早めにお申し込みください。
と　き　①平成31年1月21日（月）　午後2時～3時半　会場 たまり～な
　　　　②平成31年1月28日（月）　午後2時～3時半　会場 桜木ホール
参加者　両会場とも40名程度（下記事務局に申込み：先着順）
参加費　会員300円（会員以外は検定料1,080円の内800円）
申込み　シニアクラブ掛川支部事務局　☎24－2754

　大須賀第二地区福祉協議会は第１～第４までの４つの支部で構成されています。各支部長が中
心となって実施・活動しています。各支部では児童から高齢者まで参加し多くの事業を行ってい
ます。第１と第２支部では高齢者いきいきサロンを実施し、スタッフも一緒に参加し絆を深めて
います。第２と第４支部では年３回（４月、９月、１月）に児童、通勤者、散歩者への朝の挨拶運
動（7：00～7：30）を行っています。また80歳以上のお一人暮らしの方の自宅訪問をし、コミュ
ニケーションを図るようにしています。
（第２支部は毎月、第４は隔月）第３支部
ではウォーキング、第４支部は三世代ふれ
あい交流（グラウンドゴルフ）他、多数の
イベントを実施しています。
　支部毎の活動の他、会全体の活動として
大須賀市民交流センターを会場に「福祉ふ
れあいまつり」を年１回開催しています。

～掛川市立千浜小学校～
　千浜小学校では、人の尊さや気持ちがわかり、人のために役立
とう、助け合って生きていこうという気持ちを育成することをね
らいとして、福祉教育を行っています。
〈４年生福祉調べ〉
　４年生が総合的な学習の時間に福祉について学習をしました。
学校のバリアフリー探しでは、校舎のトイレと新しくできた体育
館のトイレを比較して、バリアフリーになっている場所をたくさ
ん見つけました。また、一人一人テーマを決めて調べ学習を行い
ました。ユニバーサルデザインや盲導犬、障害者スポーツなど、
それぞれが興味をもったことについて調べ、まとめたことを発表
しました。「今度はデパートのバリアフリーを調べてみたい」「盲
導犬についてもっと知りたい」など、子どもたちの福祉に対する
関心が一層高まりました。
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１月行事予定

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

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

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

17 木
13：10 ぽけっと・キョーちゃん園訪問

（千浜幼・千浜保）15：30
20 日  9：45 じどうかんまつり

22 火
10：40 ぱんだくらぶ（０歳児）
14：40

ジャンプクラブ（園児）
15：30

26 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

５ 土
10：00
～
16：30

新年おめでとうイベント

５
～
10

土
～
木

10：00
～
16：30

シールラリー

8 火 10：00 大渕保育園訪問
12 土  9：00 一輪車マラソン大会
26 土 13：30 一輪車クラブ（アイク）
27 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

9 水 10：00 ちびっこ広場
10 木 10：00 にこにこたまご

11 金
 9：45 にこにこベビーＡ
10：30 にこにこベビーＢ

12 土
10：00 おもちゃ病院
10：00 なんでもチャレンジクラブ

13 日  9：45 サンデーパパ消防署見学
16 水 10：00 ちびっこ広場

18 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

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

24 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

25 金 10：00 ふたごの日

♥つくしんぼの広場会員様♥
1/17のつくしんぼの広場は
2/21に変更致します。　　

ご了承ください。

…クリスマス会でサンタクロースになって
 子ども達を喜ばせよう！…
と　き：平成30年12月22日（土）13：30～15：00
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：パパなら誰でもＯＫです。10名（先着順）
内　容：�パパサンタになって第２部ゲームコーナーのお手伝

いをしてもらいます。
　　　　衣装は貸し出します。
　　　　参加してくれたパパにはお礼に
　　　　キョーちゃんとの家族写真を撮
　　　　影しプレゼント！
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ in クリスマス  申込み受付中

と　き：平成30年12月15日（土）10：00～14：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：３歳～小学生　50名（先着順）
　　　　※幼児は保護者同伴
内　容：ビンゴゲーム、プレゼント交換、
　　　　サンタ登場　お楽しみもあるよ！
持ち物：参加費300円（昼食代）、プレゼント（200円程度のもの）、
　　　　水筒　　　　★ボランティア募集中！
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

クリスマス会 いっしょにたのしもう！  申込み受付中

★おはなしの広場★
火曜日（1/15・22・29）　11：00～
手遊び・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。

１月は…
 20日（日）
 10：00～15：00

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12月1日（土）～12月21日（金）
ところ：掛川児童交流館
対　象：どなたでも
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！
　　　　�みんなが作ったカードはクリスマスの壁面飾りとし

て、クリスマス会まで交流館に飾ります。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

12月はクリスマス月間 毎日がおたのしみ♪

キッズクッキング
　12月８日（土）9：30～　申込み受付開始　

… 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（金）～１月４日（金）
◎掛川児童交流館　　　　　　　
12月29日（土）～１月３日（木）

と　き：平成30年12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：小学校１～６年生　20名（先着順）
内　容：スノーボールクッキー
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、持ち帰り用容器、
　　　　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！

と　き：平成30年12月11日（火）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室　※好評につき開催決定！
対　象：１人目妊娠中の妊婦さん（申込制）
内　容：�赤ちゃんグッズを作ろう、フリートーク、絵本・お

もちゃ・手遊びの紹介など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

にこにこたまご
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第41回静岡県ボランティア研究集会
●日　時：平成31年２月11日（月）　10：00～16：15
●会　場：富士宮市総合福祉会館
●内　容：①基調講演：広げようボランティアの輪（仮）　上野谷加代子氏
　　　　　②テーマ別分科会（8分科会）
　　　　　③全体会
●参加費：（一般）1,000円、（高校生以下）無料
●締切り：平成31年１月25日（金）
　　　　　※定員（350名）になり次第、締切り
●問合せ先：NPO法人静岡県ボランティア協会　☎054-255-7357

○日　時　平成31年１月26日（土）　９時30分開会
○会　場　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/３段以上、Ｂ組/２段～１級、Ｃ組/２級～５級、Ｄ組/６級以下（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15日（火）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
○協　力　たまりーな将棋クラブ、大東将棋愛好会
○申込み・問合せ先　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
　　　　　　　　　　TEL 0537-48-5956　FAX 0537-48-5006
　　　　　　※休館日（日・祭日）の申込受付はできません。

【と　き】　12月22日（土）　13：30～15：00（13：15開場）
【ところ】　掛川児童交流館　プレイルーム
【対　象】　どなたでも
【内　容】　～第１部～
　・ブラックシアター　　♪サンタが街にやってきた
　・クリスマスコンサート
　　（静大教育学部音楽科OB、学生）
　　♪クリスマスソングメドレー
　　♪ドラえもん　　　　など…
★みんなで歌ったり踊ったり
　楽しい音楽の時間を過ごしましょう！

～第２部～
・サンタキョーちゃん登場！
・パパサンタと一緒にゲーム大会
★�参加者全員にミニプレゼントが
あるよ！

問合せ先：掛川児童交流館
　　　　　☎24－0822

交流館交流館のハッピークリスマスハッピークリスマス
平成最後のクリスマスは…

キョーちゃん新春将棋大会参加者募集

広げようボランティアの輪 －富士のすそのに、優しく寄り添ふ、花を咲かそうー

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

募集

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

募集

開催要項は、11月下旬
から本所・各ふくしあ
で配付しています。
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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。

 6(日)
13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

13(日)

20(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

 4(金)
13：00
～
16：00
( 15：30受付終了)

18(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 11(金)

市役所大須賀支所1F（48-5531） 25(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

◆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：12月21日（金）　10：00～15：00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：12月12日（水）　13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

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 （平成30年10月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊成行会
＊土方区文化交流祭
＊第30回会頭杯争奪チャリティ
　ゴルフ大会実行委員会

●寄付物品
＊おたいらの会・松井プリント
　（方言カルタ・すごろく）
＊匿名４件
　（ランドセル、文具など）

●寄付物品（フード）
＊匿名３件（お米等）

●収集物
＊鈴木良子　＊中村伸之　＊戸塚一夫　＊ウキウキヒーローズ大岩
＊㈱ウエルシア薬局掛川葛川店　＊沖一化工㈲　＊東海工業㈱
＊戸塚書道教室　＊七日町いきいきサロン　＊十王いきいきクラブ
＊西山口地区福祉協議会　＊下俣郵便局　＊㈲エフ・ベース
＊海坂発行所　＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊訪問看護ステーション大東　＊第三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　＊子ども希望課　＊福祉課
＊行政課　＊匿名６件

○�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。
・賞味期限１カ月以上ある物、
　未開封の食品が対象です。
　生鮮食品は受け付けていません。

　※詳細は社協HPをご覧ください。

《回収場所》掛川市役所１Ｆ　階段前
　　　　　　社協本所　大東ふくしあ
　　　　　　大須賀ふくしあ
《期　　間》平成31年１月１日～31日まで
【問合せ先】生活支援係　☎080-1593-5014
　　　　　　（担当：藤田・山本・稲葉）

ご近所とのトラブル
家庭内のいざこざ
夫婦関係の悩み
相続や遺言
老後の心配
借金整理　など…

相談は無料です。
一人で悩まず相談してください。
現在の相談員は、学識経験者、司法書士、民
生委員です。一緒に考えましょう。

　日程、会場など詳細はこのページの下部
「相談日のご案内」をご覧ください。
【問合せ先】
　生活支援係　☎22-1294
　（担当　藤田・森下）

フードバンクにご協力お願いします。 心配ごとはなんですか？

心配ごと相談
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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。


