
手作りクラブ

サンデーパパ

　掛川児童交流館では、乳幼児から小・中学生までを対象にした様々な行事を行っています。『手作
りクラブ』では『交流館まつり』のカフェで使うランチョンマットを製作しました。（右上）
　『交流館まつり』は３月９日に開催されます。クラブの作品展示や踊り発表など楽しい催しを計画
していますので、みなさん是非来てください。（詳しくはP7）

みんなが
あつまる
交流館

キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
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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/
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歳末たすけあい募金運動報告
ご協力ありがとうございました。

　年の暮れ12月1日から31日まで、毎年行われる「歳末たすけあい募金」には、いつもみなさ
まのご協力をたくさん頂いております。この冬も、その暖かい心が届きました。本当にありがと
うございました。
　みなさまからご協力いただいた募金は、全額を静岡県共同募金会（県共募）へ送金しました。
　そして、改めて県共募から受けとった助成金を、掛川市内の「生活にお困りで、お見舞金の必
要な世帯」や「福祉団体・ボランティア団体等が、年末年始におこなう福祉事業」に助成させて
いただきました。
　募金総額と助成総額との差額につきましては、平成25年度の地域福祉事業費と掛川市共同募
金委員会事務費として県共募から助成されます。

あたたかな善意が集まりました。� 募金総額 8,671,173円

募金種別 募金額 ご協力していただいた方法
戸 別 募 金 6,751,869円 各世帯に封筒募金としてご協力いただきました
街 頭 募 金 684,013円 団体や学生の皆さんにご協力いただきました
篤志家・団体 1,085,291円 社協にお届けいただきました

このように使わせていただきました。� 助成総額 6,136,074円
①お見舞の助成
世帯の種別 配分世帯数 金　　　額
一人親世帯 115件 1,703,000円
高齢者世帯（独居含） 109件 1,430,000円
障がい者世帯 63件 885,000円
その他の世帯 31件 445,000円
合 計 318件 4,463,000円

②福祉事業への助成
事業種別（対象別） 件　数 金　　　額
高齢者事業 40件 758,074円
障がい児・者事業 16件 464,000円
児童・青少年事業 9件 225,000円
住 民 一 般 9件 226,000円
合 計 74件 1,673,074円

その他21件、篤志家の方よりご寄付いただきました。

▲明るい社会づくり運動静岡県掛川地区協議会の会員の方々
と協力してくれたみなさん

▲連合静岡東遠地域協議会のみなさん▲�矢崎部品㈱大浜工場・大東工場、全矢崎労組大浜支部・大
東支部のみなさん

▲大東明るい社会づくり運動推進協議会のみなさん
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　ろう高齢者は、サークル活動に参加することも減
り、昼間ひとりぼっちでいる人もいます。そんな、
ろう高齢者と会員が集い、久しぶりに手話でたくさ
ん交流ができました。前半は高齢者支援課から保健
師さんを招き、転倒予防についての学習。部屋の中
でも骨折する人が多い事を知り、場面ごとの注意法
を教えてもらいました。変な漢字クイズも、楽しみ
ながら脳の活性化に！その後も、ゲーム担当者の楽
しいレクでとても盛り上がり、一日楽しく有意義な
時間となりました。ありがとうございました。

　悩んでいる事、困っている事があっても、なかな
か人前で話せない障がい者の為に、「人前で自分の
事を話そう」という企画を立てました。実際に人前
で話をすることで、気づいた事や自分の癖などがわ
かり、よい学習の場となりました。また、楽しい食
事をしながらマナーも学べました。有意義な一日を
くださったことと、善意のご寄付に感謝致します。
ありがとうございました。

　精神保健福祉ボランティアのかたくりは、当事者
に寄りそう活動をしています。その一環として、休
日の居場所づくりを開催しています。
　この企画を楽しみに、待っていてくれる参加者
の、期待に応えようと、ボランティアも一生懸命に
準備しました。クイズあり手品ありゲームあり、そ
して恒例の手作りカレーも美味しくできました。楽
しいクリスマス会を開催でき、盛り沢山のメニュー
で大満足の参加者たちでした。本当に、ありがとう
ございました。

　じゃがいもは就園前の親子が集い、集団のルー
ルを楽しい企画の中で学ぶという団体です。
　今回はクリスマス会を開催しました。歌に合わ
せて子どもたちは、手作りのマラカスを振りなが
ら、身体中で歌を表現していました。その他にも
楽しい内容がたくさんあり、楽しみながら集団の
ルールを学ぶ機会を得ることができました。これ
も善意の寄付をして下さった方々のお陰と、感謝
申し上げます。

手話サークル　太陽の会

子育て支援サークル　じゃがいも

NPO法人　ジョイントサークル　かたくり

本人部会　タッチ
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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

1 土 10:00 なんでも体験クラブ 1 土 13:30 クッキングクラブ2/20(木)15時受付開始

1 土

10:00 けん玉の日

5 水 10:00 こあらくらぶ 5 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 10:00 手作りクラブＡ

6 木 10:00 うさぎくらぶ 6 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 13:30 手作りクラブＢ

8 土 13:30 キッズクッキング
7 金

10:00 親子の広場 5 水 10:00 ママとちびっこ広場

12 水 10:30 らっこくらぶ 11:00 お話の広場 6 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

13 木 10:00 リズムランド 8 土 13:30 一輪車クラブ（あいり～な） 7 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

15 土 14:00 大ちゃん先生と体操遊び 9 日 10:00 一輪車クラブ（あいり～な） 9 日 10:00 交流館まつり

19 水 13:30 おたのしみ館 12 水 10:00 リズムの広場 12 水 10:00 ママとちびっこ広場

26 水 10:00 にこにこタイム 15 土 10:00 おたのしみ館小学生クラブ終了式 13 木 15:00 作ってあそぼう

23 日 10:00 あそんじゃおうクラブ

25 火 10:00 囲碁体験教室

26 水 10:00 春休み人形劇

おもちゃ図書館

と　き：平成26年2月15日（土）　13：30～15：30
ところ：大須賀中央公民館３Ｆ　調理室
対　象：小学生　20名（自分で申込んでね！）
内　容：スノーボール
持ち物：参加費100円・エプロン・マスク・三角巾
　　　　ふきん２枚・手ふきタオル・タッパー・飲み物
　　　＊休むときは、必ず３日前までに児童館へ連絡してね。

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

クッキングクラブ 参加者募集中

と　き：平成26年２月15日（土）13：30～
ところ：「デコチョコラスク」を作ろう！
対　象：大東保健センター2Ｆ　調理室
内　容：小学校３～６年生　20名（自分で申込んでね！）
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・手ふきタオル
　　　　ふきん２枚・持ち帰り用タッパー・飲み物

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング 申込み制・２月１日（土）～受付

肩こりに悩んでいませんか？自分の姿勢を見直し、肩の疲れをほぐ
します。母乳だから…と諦めずにバストラインも綺麗にしましょう。

と　き：平成26年２月14日（金）10：00～11：30
ところ：掛川児童交流館　交流ルーム　　
対　象：乳幼児ママ（産後３ヵ月以降）　10名
内　容：姿勢を整え肩こり対策とバストアップ
申込み：２月１日（土）9：00～
　　　　掛川児童交流館　☎24－0822

ボディケア教室 申込み制

と　き：平成26年３月５日（水）10：00～10：30
ところ：児童交流館　プレイルーム
対　象：未就園児親子（０～３歳）
内　容：音楽サークル「ポコアポコ・アンサンブル」の演奏会
＊�家庭児童相談室から、相談員が来館します。気軽にお話や
相談ができます。
問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

ママとちびっこ広場 自由参加

３月９日（日）
詳しくは、６ページをみてね。

交 流 館 ま つ り
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３月
行事予定 大東

児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

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」または、児童館ホームページをご覧ください。
（※「e－じゃん掛川」から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。
行事等で撮影した写真は、交流館内での掲示、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。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。
申込み・内容については各館にお問合せください。

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。

３月は…
16日㈰
10:00～15:00



収集物整理ボランティア「金の砂」厚生労働大臣表彰受賞！

サンタが家にやってきた！（宅配サンタinかけがわ）

　古切手やベルマークを収集整理する活動をし
ているボランティアグループ「金の砂」が厚生
労働大臣表彰を受賞されました。
　12月４日（水）に市役所にて贈呈式が行わ
れ、松井三郎市長から表彰状が渡されました。
代表の西ヶ谷幸子さんからは「年々、古切手も
減っているが、もしお家にあれば、提供をお願
いしたい。」との呼びかけをされました。

※古切手、ベルマーク、ロータスクーポンなどは掛川社協で受付ています。

　市内在住の岡田淑子さ
ん原作の掛川の各所にま
つわる話（全11話）を
収めた「ばぁばのかけが
わむかしばなし」が中央、
大東、大須賀の各図書館
で好評貸出中です。冊子
版、ＣＤ版、目に障がいがある方用のデイ
ジー版を借りることができます。ぜひご利
用ください。（冊子版は３冊、ＣＤ・デイ
ジー版は各１枚を貸出しています）

問合せ先：サークル声（柳原）☎090-3424-3472
　　　　　掛川市立中央図書館　☎0537-24-5921

テーマ「忘れないで」（永遠のテーマ）
場所：掛川駅北口サンクン広場
日時：３月11日（火）16:30～19:30
主な内容
　○追悼セレモニー
　○コンサート
　○募金活動
　○311円パン販売

ぜひご来場
　ください

問合せ先：東日本大震災支援掛川市民の会　☎090-7302-6329

図書館で貸出してます� �
�「ばぁばのかけがわむかしばなし」

第３回「３.11の集い」を開催します

　12月23日（月）に「宅配サンタinかけがわ」
を実施しました。サンタクロースに扮した青年ボ
ランティアたちが、サンタに来てほしいお宅
（41軒）にプレゼントを届けました。宅配はボラ
ンティア29名（掛川東校生徒23名、一般６名）
で手分けして行われました。子どもたちは、お家
に来たサンタさんにビックリ。プレゼントを受け
とるとニッコリと笑顔で喜んでいました。
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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



次は曽我地区の紹介です。お楽しみに♪

～和田岡地区福祉協議会～

　平成21年学習センター福祉部より改正し５年目を迎えました。地区福祉協議会は、区長や
学習センターと連携を保ちながら、高齢者支援部・子育て支援部・福祉事業部・ボランティア
部の４専門部（役員25名程）で活動を行っております。事業活動は地区の70歳以上の高齢者
いきいきサロン「和会」を年５回開催、子育て支援「親子ふれあいの部屋」は毎月第２、４
（火）に３歳以下の親子が参加し楽しいひと時を過ごしております。

地域ぐるみで住民総参加の福祉を目指し地域福祉の理解の輪ができればと頑張っております。

交流館まつり
とき　３月９日(日）　　　　１０：００～１４：００
会場　掛川市総合福祉センター（あいり～な）・児童交流館・福祉活動館(体育館)ほか

～内容～

問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

福祉教育への取り組み紹介　～第一小学校～

　第一小学校では学校教育目標「花いっぱい　笑顔いっぱい　活気
いっぱい」の下、「やさしい言葉の花をさかせる」に力を入れて取り
組んでいます。

☆�「なかよし言葉・はげまし言葉」：どの教室にも、「こんな言葉で
教室をいっぱいにしたい」と、そのクラスの子どもたちが話し合っ
た言葉が掲示してあります。また、昇降口には、自分が友だちに言
われてうれしかった言葉を掲示しています。

☆�「福祉体験」：H25年度は４年生がゲストティチャーに横山博則さん、
桑野静夫さんをお招きして、車いすでの生活や、盲導犬とのくらし
についてお話をうかがいました。お二人がご自分で何でもなさるこ
とに驚くとともに、助け合うことの大切さを教えていただきました。

☆�「エコキャップ・古切手回収」：福祉委員会では毎月15日を「福
祉の日」と決めて、全校に協力を呼びかけています。

コーディネーション
ドリル
10:15～

大学生と楽しく
身体を動かそう！
（幼児～小学生）

「ぱぱり～な」
着ぐるみ隊
10:30～13:00
会場内に出没!?
あんぱんまん
ばいきんまん
うさぎ・とら

ふれあい
どうぶつ園
10:15～

体育館北側駐車場
ポニー、うさぎ

ミニぶたが来るよ！

交流館カフェ

11:00～
手作りクラブの子ども
たちによるカフェ
ポップコーン販売
駄菓子販売

高齢者サロン和会「クリスマス会」 世代間交流会
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あなたのまちの「ふくしあ」に、お気軽にご相談ください
　「ふくしあ」は行政・地域包括支援センター・訪問看護ステーション・社会福祉協議会と連携
し、医療・保険・福祉・介護の相談に対応しています。
　社会福祉協議会では、本所と市内4ヶ所の「ふくしあ」に、コミュニティソーシャルワーカー
各2名を配置し、地域の福祉活動支援と生活に関する相談を受付ています。
　みんなの幸せをつなぎ、安心してくらせるまちにするために お気軽にご相談ください。

所在地・連絡先 対　象　地　域

あいり～な（中部）
掛川910-1

（掛川市社会福祉協議会
本所内）

TEL２２－１２９４
FAX２３－３３１９
担当：児玉、岩瀬

第三  研屋町、西町、瓦町、十王、下俣町、十九首、小鷹町、中央１～３丁目、中央高町

第四  城西

第五  二瀬川、上屋敷、秋葉通り、鳥居町、橘町、末広町、長谷、七日町、秋葉路

西南郷  下俣、久保、亀の甲、神代地、結縁寺

曽我   細沢、岡津、原川、徳泉、領家、高御所、篠場、平野、梅橋

南郷  杉谷、杉谷南、上張、新道、緑ヶ丘第１、緑ヶ丘第２、矢崎、葵町

上内田  桶田、五百済、段金谷、下板沢、上板沢、和田、子隣、岩井寺、大谷、城山

西部ふくしあ
下垂木1270-2

TEL２９－６１９２
FAX２９－６１９３
担当：森、石川

西郷  小市、方の橋、構江、石畑、石ヶ谷、美人ヶ谷、滝ノ谷、長間、五明

原泉  孕丹、大和田、萩間、居尻、泉

原田  寺島、桑地、栃原、高山、正道、平島、久居島、中西之谷、上西之谷、田代・柚葉・明ヶ島

原谷  本郷西、本郷東、本郷南、細谷、幡鎌、西山、サングリーン

桜木  上垂木、遊家･家代、下垂木１～３区、下垂木南、富部、森平、家代の里

和田岡  吉岡、高田、各和、つくし野、吉岡団地

東部ふくしあ
薗ケ谷881-1

TEL･FAX
２３－４７２０

担当：松浦、村松

第一  仁藤町、肴町、塩町、喜町、新町、道神町、六軒町、神明町、旭町、旭ヶ丘

第二  栄町、紺屋町、中町、緑町、連雀、大手町、松尾、城内

西山口  満水、薗ヶ谷、宮脇、成滝、葛川、青葉台、金城

東山口  東区、中区、西区

日坂         東山        倉真  倉真１～７区

粟本  水垂、初馬、葛ケ丘

城北  北門、城北町、弥生町、下西郷、下西郷西

南部大東ふくしあ
三俣620

（市役所大東支所内）

TEL７２－１１３５
FAX７２－６６７７
担当：角替、佐藤

千浜東      千浜西       国浜

三浜         浜野

大坂  大坂、三井、東大坂

土方  下土方、土方、上土方

佐束  高瀬、小貫、中方、岩滑

中  睦三、中

南部大須賀ふくしあ
西大渕100

（市役所大須賀支所内）

TEL４８－５５３１
FAX４８－１０１３

担当：堀場、武蔵島

大須賀第一  川原町、汐見ヶ丘、柏平、十六軒町、大谷町、新屋町、西大谷

　　　　     東本町、中本町、西本町、西番町、中番町、東番町、南番町

大須賀第二  軍全町、沢上町、東新町、西新町、松尾町、西田町、東田町

　　　　     大工町、石津、横砂、小谷田、清ヶ谷、本谷

大須賀第三  西大渕、今沢、川原崎、沖之須、雇用促進第一、城前団地

大渕  野賀、新井、中新井、岡原、浜、東大谷、野中、藤塚、雨垂

※記載の電話番号は社協の連絡先です。

26年度「中部ふくしあ」
オープン予定。

お気軽に
お電話
ください。
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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）
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 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）

 7(金) 13：00
～
16：00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)
子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 12(水)

 9：00
～
12：00

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）
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

３月の相談日のご案内

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25年12月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊落合豊二　＊鈴木宏　＊㈱山本組　
＊JA遠州夢咲大城フェスティバル　＊㈲土屋設備
＊わくわくフリーマーケット　＊静岡福祉協力会員瀧澤秀明
＊掛川市グラウンド・ゴルフ協会
＊グラウンド・ゴルフ大須賀支部
●寄付物品
＊岡本久美子（電池）　＊溝口寛一（故）（介護用品）
＊中村貴志（玩具他）　＊金田造園（モミの木）
＊村松総業（布団）　＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊マックスバリュ東海㈱大東店（車いす）
＊マックスバリュ東海㈱大須賀店（車いす）
＊ヤマハ労働組合掛川支部（タオル等）
＊中部電力㈱検集労静岡地本掛川支部（タオル等）
＊静岡県退職公務員連盟小笠支部（タオル）
＊匿名３件（タオル他）
●収集物
＊青山甫江  ＊鈴木よし  ＊神谷久子  ＊髙橋春香
＊八木治代  ＊岡田悌子  ＊曽根まつ江  ＊永田久子
＊鈴木心優  ＊伊藤延子  ＊寺崎茂男  ＊高橋  ＊俳誌「海坂」
＊㈱山本組  ＊落合刃物工業㈱　 ＊㈱郷土新聞社
＊㈱東峰精密　＊戸塚書道教室　＊城西白寿会　
＊土方小学校　＊掛川市役所　福祉課　＊匿名６件
●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊掛川西高校食物研究部　＊掛川工業高校吹奏楽部
＊掛川市ボランティア連絡協議会大東支部
＊匿名１件

 

あたたかい心をありがとうございます。
　南遠環境保全㈱様から200,000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。

◆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：２月28日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：２月12日（水）13:30～15:00
　　　大須賀支所２階・会議室

※進行状況により時間変更あり
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