
　「０～18歳までの児童とその家族、また子育てに関わる人たちが、いつでも
自由に利用できる施設」として、平成20年10月に開館した掛川児童交流館が、
オープン４年８ヶ月で来館10万人を達成しました。
　交流館では赤ちゃんから中・高校生を対象とした行事や教室を開催していま
す。また、子育てや子どもに関する相談も受付けています。土曜・日曜も開館し
ていますので、ぜひ遊びにきてください。

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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掛川市社会福祉協議会

――――  この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――



社協事業
Pick Up 青年学級「この指とまれ」・「四つ葉の会」

目的

歴史

高校生以上の方が障がいのあるなしを超え、充実した余暇活動が過ごせるように交流
の場を提供することを目的にしています。

H10年　旧掛川区域を対象に「この指とまれ」をスタート
H17年　合併を機に、旧大東・大須賀区域を対象にした「四つ葉の会」をスタート

この指とまれ
日時 基本第２日曜日9:00～12:00
会場 掛川市総合福祉センター

四つ葉の会
日時 基本第３日曜日9:00～12:00

会場 大東保健センター
大須賀老人福祉センター

内容

月によって季節の行事や、
ゲームなどを行っています。
（例）エアロビクス、ヨガ、
　　　ミニ運動会、
　　　クリスマス会　など

↑合同クリスマス会

↓ミニ運動会

＜申込み・問合せ先＞
この指とまれ：本所 
　　　　　　　☎22-1294　（担当：片岡・春田）
四 つ 葉 の 会：大東ふくしあ社協
　　　　　　　☎72-1135　（担当：佐藤）
　　　　　　　大須賀ふくしあ社協
　　　　　　　☎48-5531　（担当：堀場）

月に 1回楽しみにしています。

たくさん人が集まるといいです。

今後も、皆さんの意見を聞きながら、
より充実した事業展開ができるよう
に検討していきたいと思います。

この指とまれ
学級生Hさん

この指とまれ
ボランティア

スタッフMさん

四つ葉の会
保護者Ｙさん

社協
担当者

掛川東高校は、ボランティアに力を入れている学校です。
◆�「一部活一ボランティア」：部活動を中心として、１年に１回はボランティアに携わる機会が与
えられます。
◆�「学校祭」：地域の方々が誰でも楽しんで頂けるようピープルデザインを意識したホームルーム
展を展開しています。またそこで得られた収益は募金にあてるなどしています。

◆「若草リボン基金」：東日本大震災で困っている高校生に、生徒が
　「若草リボンバッジ」を購入することにより、進学に必要な奨学
金を援助する活動です。

◆�個人のボランティア参加：サマーショートボランティア、
24時間TV、地域活動への参加など
このように掛川東高校は、生徒一人ひとりのボランティア
意識が高い学校です。これからも継続していくことで、校内だけでなく地域
の方々とも交流し、地域貢献につなげていきたいと思います。

（静岡県立掛川東高等学校　福祉委員会委員長　井上緑彩）

ボランティアさんの力をお借りして

楽しい時間を過ごしています。

学生ボランティアがもっと増えて、

一緒に活動できたら良いです。

ふれあい広場ボランティア

サマーショートボランティア

福祉教育への取り組み紹介　～掛川東高等学校～

若草リボンバッジ
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掛川市社会福祉協議会では
皆さんと共に、地域福祉を推進します♪

「地域福祉」ってなに？
　誰もが安心して暮らせることを目的に、さまざまな「困ったこと」「こうなっ
たらいいな」ということを住民のみなさんと、行政、福祉関係者が力をあわ
せて、課題解決していく活動です。
　地域の各種団体、当事者、ボランティア実践者などで組織する地区福祉協
議会（センター福祉部・福祉委員会）等が、中心となって、住民のみなさん
と一緒に進めていきます。

どんなことをするの？
　各地域によって異なりますが、具体的には・・・

掛川市社協
マスコットキャラクター
「キョーちゃん」

●正しい知識・情報を知る・・・
福祉だよりの発行、福祉講座
の開催等。

●交流の機会をつくる・・・
三世代交流会、ふれあいいきいき
サロン（高齢者・子育て・複合）等。

掛川市社協へお気軽にご相談下さい。
例えば・・・
●地区福祉協議会の組織について　●地域福祉懇談会の開催
●いきいき・ふれあいサロン（高齢者 ･子育て ･複合）
●小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動）
●福祉に関する学習会開催（地域出前講座の開催 ･視察先の紹介）
●特技ボランティアの紹介　●サロンお助け備品の貸し出し

●地域内の課題を探す・・・
福祉懇談会、アンケート調査、
福祉マップ作成等。

●お互いさまの支えあい・・・
小地域福祉ネットワーク活動
（見守りと
支えあい）
等。●活動を計画的に進める・・・

役員会、企画委員会、研修会、
ボランティア育成等。

通年活動
・高齢者ゆうゆうサロン
　（久保区/年間57回　延べ923名参加）

・一人暮らし高齢者訪問
　（民生・児童委員による）

・子育て支援のびのび広場
　（年間17回延べ951名参加）

9月　敬老会・寸劇上映
　　　「太郎と花子の歌謡人生劇場」

5月・2月　高齢者輪投交流会
（延べ255名参加）

11月
・フェスティバル西南郷
　三世代交流会
（参加300名余　バザー大好評
 売上げ金は活動費へ）

7・12月
・小学生による高齢者とのお便り交流
3月
・高齢者へ弥生弁当プレゼントのびのび広場クリスマス会 97歳の勇姿

地区の人も役員も
共に楽しむ福祉活動

次は東山地区の紹介です。お楽しみに♪

～西南郷地区福祉協議会の活動紹介（H24年度）～
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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 水 10:00 こあらクラブ 3 水10:00 つくしんぼの広場２歳児 2 火 10:00 双子・三つ子の会

4 木 10:00 うさぎクラブ 4 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 3 水 10:00 ママとちびっこ広場

10 水 10:30 らっこクラブ
5 金

10:00 親子の広場 6 土 10:00 けん玉の日

11 木 10:00 リズムランド 11:00 お話の広場 7 日 10:00 サンデーパパ

13 土 10:00 なんでも体験クラブ 10 水 10:00 リズムの広場
11 木

9:45 ち～ちゃいもんひよこ１歳児

20 土
10:00 農業体験クラブ

13 土
10:00 スポーツチャレンジクラブ 15:00 作ってあそぼう

13:30 キッズクッキング 13:30 一輪車クラブ 12 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ２歳児

24 水 10:00 にこにこタイム
20 土

10:00 ＯＳＫあそびクラブ
13 土

10:00 手作りクラブＡ

26 金
後日連絡 うさぎクラブ（山王荘まつり） 13:30 クッキングクラブ

6/20（木）15時受付開始 13:30 手作りクラブＢ

19:30 おたのしみ館（星空観察）27 土 13:30 おたのしみ館（夏まつり）17 水 10:00 ママとちびっこ広場

27 土 13:30 大ちゃん先生と体操遊び 20 土 10:00 小学生広場

26 金 14:00 わくわく広場（ドミノ）

27 土 10:00 囲碁体験教室

28 日 10:00 体育館であそんじゃおうクラブ

30 火 13:30 体育館であそぼう！

31 水 13:30 わくわく広場（ドミノ）

と　き：６月22日（土）　13：30～15：30（受付　13：15～）
ところ：大須賀中央公民館　３Ｆ　調理室
対　象：小学生　20名　（申込制）　自分で申し込んでね!
内　容：セサミクッキー
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
　　　　＊休む時は、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 

と　き：７月20日（土）　13：30～
ところ：大東保健センター　２Ｆ　調理室
対　象：小学３年生から６年生20名
内　容：ヨーグルトムース
持ち物：参加費100円、エプロン、マスク、三角巾、
　　　　ふきん２枚、手付き、タオル、タッパ―、飲み物
申込み：６月20日（木）～　受付　
申込先：大東児童館　☎72－7830

と　き：７月26日（金）　19：30～
ところ：大東保健センター　東側駐車場   
対　象：小学生親子　先着10組
内　容：星空観察
申込み：６月20日（木）～　受付　
申込先：大東児童館　☎72－7830

カロムであそぼう！
こまをはじいて四隅の穴に落とすゲームです。初めてでも大丈夫！
みんなでやってみよう 
と　き：７月20日（土）　　１4：00～15：00
ところ：総合福祉センター　２Ｆ　共用会議室
対　象：小学生　20名
申込み：６月29日（土）　受付
申込先：掛川児童交流館　☎24－0822

掛川児童交流館　夏休み体育館開放日のお知らせ
と　き：７月30日（火）、８月１日（木）、２日（金）13：30～16：30
ところ：福祉活動館（体育館）
対　象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内　容：ビッグ風船、バドミントン、卓球など・・
　　　　　　「思いっきり汗をかいてあそぼう！」
持ち物：水筒・タオル
問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

クッキングクラブ

キッズクッキング

おたのしみ館（星空観察）

小学生広場

参加者募集中

掛川キューピーおもちゃ図書館
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。
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７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」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。

７月は…
21日㈰
10：00～15：00



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

掛川市老連は
「シニアクラブ掛川」を
愛称として使用します！

　掛川市老人クラブ連合会は平成
25年４月から、愛称として「シニ
アクラブ掛川」を創設、通称として
使用することといたしました。
　「魅力と活力にあふれる活動」「開
かれたクラブ運営」を通して、より
親しみやすい「シニアクラブ」を目
指して活動していきます。

おかって劇団のみなさんが
「平成25年度公益信託スクロール女性ボランティア基金」

を受賞されました
　「『なにか、人のお役に立てたなら…』そんな思
いから立ち上げ、満５歳を迎えました。モットー
である『楽しく生き
る』を自分たちだけ
でなく、これから出
会う大勢の人たちに
も伝えるため、一層
の努力を続けてまい
りたいと思います。」
 （座長　富田さん）

傾聴ボランティア養成講座
　傾聴ボランティアは特別な資格は必要あり
ませんが、単に話を聴くだけでなく、心で聴
いて受けとめることが求められます。そのた
めの技法を学ぶことができます!!

日　時：6月25日（火）10:00～15:00
会　場：総合福祉センター「あいり～な」
講　師：東京ファミリーケア協会　鈴木絹英氏
定　員：40名
参加費：1,000円
持ち物：お弁当
問合せ・申込み先
　　傾聴ボランティア「コアラ」

代表　杉森　☎090-6588-4213

シニアクラブ掛川の
高齢者による子育て支援事業

　原野谷地区「栃原万年青年」（会員35名）では、心の交
流による豊かな地域づくりを目的に、高齢者による子育て
支援事業を長年実施してきました。平成24年度には伝承
遊びや地区内にある
お堂の由来伝説を子
どもや父兄に伝える
行事や、登下校時の
地域見守り活動によ
り地域の絆づくりに
努めました。 登下校の見守り

募集
“学べる”防災講座

－被災地の事例から考えるボランティアのあり方と復興支援－
日時：７月28日（日）9:30～12:00
会場：総合福祉センター「あいり～な」
　　　２階共用会議室
内容：①「『東海地震』第４次被害想定について」
　　　　 講師 掛川市危機管理課
　　　②「掛川市の災害ボランティアセンターの体制」
　　　③「 被災地の事例から考えるボランティアのあり方

と復興支援」
　　　　 講師 岩手県山田町社会福祉協議会 阿部寛之 氏

申込・問合せ
社協本所☎22-1294（担当：春田）
メール　info@kakegawa-syakyo.or.jp

岩手県山田町 講師　阿部 寬之 氏 
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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・大東ふくしあ社協・大須賀ふくしあ社協まで



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

7（日）
13：00

～
15：30

14（日）
21（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）

（23-3036）

5（金）
13：00

～
16：00

19（金）
市役所大東支所１Ｆ（72-1135） 12（金）
市役所大須賀支所１Ｆ（48-5531） 26（金）

子 育 て・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 26（金）

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 東部ふくしあ社協（23-4720）

本所（22-1294）
大東ふくしあ社協（72-1135）
大須賀ふくしあ社協（48-5531）子育て相談

7 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。

◆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
６月28日（金）13：30 ～ 15：00

あいり～な２階・小会議室 善意をありがとう
（平成25年4月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊佐々木製茶株式会社
●寄付物品
＊（故）山内貢（介護用品）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊シーン・プロジェクト㈲（コピー用紙）
＊匿名3件（マット、玩具、カセットテープ）
●収集物
＊髙橋春香　＊近藤光博　＊嶋幸子　＊青木萩乃
＊藤澤千恵子　＊高木富子　＊山本組㈱　
＊㈲静岡通商　
＊スルガ銀行　＊㈱ギャバン東海工場　
＊㈲平野建材　＊マルイ工業㈱　
＊シーン・プロジェクト㈲　＊戸塚書道教室　
＊㈱幸栄グラフィック　＊㈲みのり園　＊㈱サンエイ
＊西尾でんき　＊下俣郵便局（お客様）　
＊掛川市赤十字奉仕団　＊掛川市勤労者協議会　
＊掛川市役所　福祉課　＊匿名4件

◆家族介護支援事業◆

介護教室「口腔ケア」
　今回は、お口の健康についての講話や正しい
歯みがきの方法などを学びます。毎日行ってい
る「口腔ケア」の大切さを勉強しましょう。お
申込みをお待ちしています♪

日　　時：6月25日（火）13:30～15:00
会　　場：大東保健センター1階集団指導室
内　　容：高齢者の口腔ケア
講　　師：名倉寿美子氏（歯科衛生士）
参加対象：高齢者を介護している家族等
持 ち 物：タオル
申込締切：6月19日（水）

申込・問合せ先：大東ふくしあ社協
☎72-1135（担当：角替）

在宅介護者の会・会員募集中！

夏休みアルバイト募集！
～学童保育所夏休み臨時指導員～

対象　55歳位までの方（大学生・専門学校生可）
期間　７月24日～８月29日（予定）の間
　　　１日５時間程度（勤務日・時間応相談）
場所　中央小・西山口小・佐束小・大坂小
　　　千浜小・横須賀小のいずれかの
　　　学童保育所
　　　※ 時間、勤務日、募集人数等は各学童に

よって異なります。
　　　※ 夏休み以降も継続的に勤務に入れる方

も募集しております。
　　　※詳細は下記までご連絡下さい。
申込　６月28日（金）まで☎受付
申込問合せ　☎22-1294（担当：増田・児玉）

参加者
募集‼
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