
　市内３か所（成滝・薗ヶ谷・三井）で、高齢者ふれあい・いきいきサロンが新しく始まりました。高齢者が気軽に寄れて
おしゃべりができる場所づくりを目的に、それぞれ工夫をこらして、参加される方々が心から楽しめる交流を行っています。

高齢者サロンはじまったよ！

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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社協事業
Pick Up おもちゃ図書館に遊びにきてね！

ボランティア
大募集!!

♡おもちゃ図書館ってなぁに？
おもちゃ図書館は、いろいろなおもちゃで遊ぶこと
を通して、障がいのある子もない子も共に育ち合う
場として開催しています。運営は、一人ひとりの違
いを認め合い、共に生きる「地域づくり」を目指し
てボランティアの方が行っています。

♡どこで　いつやっているの？
日時：毎月第３日曜日　10：00～15：00まで
会場：掛川市総合福祉センター「あいり～な」3F
　　　　　　　　　　　　　　　児童交流館プレイルーム

♡利用の仕方
開催時間内であれば自由に利用できます。※親子で一緒にご利用ください。
１家族３点までおもちゃを借りることができます。

☆子育て経験豊富なスタッフもいますので子育ての悩みを一緒に考えていきましょう。

おもちゃの出し入れをしたり、来館された子ども達と一緒に遊んだりしてく
ださる方を大募集しています。是非、私たちと一緒に、もっと楽しいおも
ちゃ図書館を作っていきましょう。

〈問合せ先〉本所　障害者支援係　☎22－1309

福祉教育ではおもに体験学習を取り入れています。
◎�「１年生福祉体験」：毎年４月に行っています。今年は社会福祉協
議会、西部地域包括支援センターから講師をお招きし、講話とシ
ニア体験で高齢者について学習しました。
◎�「社会参加活動」：毎年９月の３日間、全校生徒が職場体験を行い
ます。病院や養護施設にいき、笑顔やコミュニケーションの大切
さを学びます。
◎�「歳末助け合い募金」：希望者を募り、毎年参加しています。地元で行えるため、地域の方
からも声をかけられ、生徒も元気よく行っています。
◎�「エコキャップ運動」：生徒会活動を中心に資源回収を利用して、たくさんのエコキャップ
を集めています。

市民地域福祉セミナー�参加者募集!!
　広く市民の皆様に地域福祉の必要性や小地域福祉ネットワーク
活動について学習していただく場として開催します。

日　時：９月13日（金）13：30～15：30
会　場：生涯学習センター2階第4会議室
演　題：「ご近所での支え合いの大切さ」（仮）
講　師：田園調布学園大学　教授　小野敏明　氏
対　象：一般市民　140人
参加費：無料
申込先：本所　☎22-1294（担当：児玉、森）

福祉教育への取り組み紹介　～原野谷中学校～

1年生福祉体験の様子
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次は桜木地区の紹介です。お楽しみに♪

～浜野区福祉委員会～

　浜野福祉委員会は平成15年４月１日に設立されました。構成員は14
名で主な活動は、地区福祉懇談会、年１回の80歳以上を対象としたふ
れあい交流会、青少年健全育成体験農園を開催しています。そして区
開催の、区民の集い、敬老会、元旦の初日遥拝歩け歩け運動へ協力し
ております。福祉活動としてまだまだ至らぬところがありますが今後
地区皆さんの声を聞きながら福祉活動を広めてまいりたいと思います。

外出先でこのマークを見かけたら、
 温かく見守ってください。
●介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき
●駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき
●男性介護者が女性用下着を購入するとき
●�病院で診察室に入る際、一見介助が不要に見えるのに２人で
入室するとき…など

【問合せ・配布先】
市役所　高齢者支援課、地域包括支援センター、社協、ふくしあ

住みなれた町で安心して
 暮らせる福祉のまちづくり

役員構成メンバー
地区役員、民生委員、青少年健全育成委員、保健委員、日赤奉仕団

女性の会、さわやかクラブ（シニアクラブ）、浜野会館長

ご 相 談 く だ さ い
 生活福祉資金貸付事業 
低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対しての静岡県の貸付制度です。
窓口は掛川市社協になります。

総合支援資金 生計中心者の失業などによって生計維持が困難となった世帯に対し、生活再建を
行う間の生活費など必要な費用を貸付。自立に向けた取り組みを支援する。

福 祉 資 金 経済的理由や障害などにより生活課題を抱えている世帯に対し、一時的な費用の
貸し付けを行うことにより課題解決と世帯自立を支援する。

教育支援資金 低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な費用又は在学中に
必要な費用を貸付け、その就学や将来の就労を支援する。

※他制度優先の制度です。
※教育支援資金については…
①在学している学校に相談してください。
②�日本学生支援機構・国の教育ローン・静岡県育英会・母子及び寡婦福祉資金に申込してくだ
さい。
③他の修学支援制度の利用ができるか確認した後にご相談ください。
締切がありますのでご注意ください。

 善意銀行 
掛川に６カ月以上在住している低所得者で一時的に生活が困窮した世帯に３万円を上限に貸付を
行います。
☆本人申請で民生児童委員または福祉課の意見書が必要
☆償還期間は最長１年

〈問合せ先〉　本所　生活支援係　☎22-1294（担当：蔣野・岩崎）

昼食と懇談（ふれあい交流会）

お年寄りの皆さんの鑑賞風景（ふれあい交流会）

介護マーク
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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

4 水 10：00 こあらくらぶ 4 水 10：00 すくすく広場 4 水 10：00 ママとちびっこ広場

5 木 10：00 うさぎくらぶ
6 金

10：00 親子の広場 7 土 10：00 けん玉の日

7 土 10：00 なんでも体験クラブ 11：00 お話の広場 12 木 15：00 作ってあそぼう

11 水 10：30 らっこくらぶ 7 土 10：00 OSKあそびクラブ
14 土

10：00 手作りクラブＡ

12 木 10：00 リズムランド 11 水 10：00 リズムの広場 13：30 手作りクラブＢ

14 土 14：00 大ちゃん先生と体操遊び 18 水 10：00 つくしんぼの広場２歳児 15 日 10：00 サンデーパパ

21 土 13：30 キッズクッキング 19 木 10：00 つくしんぼの広場１歳児 18 水 10：00 ママとちびっこ広場

25 水 10：00 にこにこタイム
21 土

10：00 スポーツチャレンジクラブ 19 木 9：45 ち～ちゃいもんひよこ（１歳児)
13：30 一輪車クラブ 20 金 9：45 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児)

28 土 13：30 クッキングクラブ9/3（火）15時受付開始 21 土 10：00 小学生広場

22 日 10：00 あそんじゃおうクラブ

29 日 赤ちゃんふれあい事業
と　き：平成25年９月21日（土）　13：30～
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学３年生～６年生　20人
内　容：おさつとかぼちゃのグラタン

申込み：９月３日（火）～　先着20人

問合せ先　大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング 申込み制

★きゃりーぱみゅぱみゅをおどろう!!
「児童館まつり」のオープニングで踊ってくれる子を募集
します。
対　　象：小学生　10名
練習予定日：8／17、9／7、10／19、11／2、11／9
全 日 程：土曜日　10：00～
と こ ろ：大須賀老人福祉センター大広間

★児童館まつりスタッフになって盛り上げよう!!
対　　象：小学生　10名
第1回活動日：８月20日（火）　13：30～
と こ ろ：大須賀老人福祉センター大広間

問合せ先　大須賀児童館　☎48－5965

スタッフ募集大須賀児童館まつり 
開催日：11月10日（日）　10：00～

と　き：平成25年９月15日（日）　10：00～
ところ：総合福祉センター２Ｆ共用会議室
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族　10組
内　容：ダンボールで獅子を作ります
持ち物：段ボール１個（ミカン箱くらい）

申込み：８月17日（土）～　先着10組

問合せ先　掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ　お祭りごっこ 獅子を作ろう!! 申込み制

と　き：平成25年９月21日（土）　10：00～
ところ：総合福祉センター２Ｆ共用会議室
対　象：小学生　20人
内　容：高校生と一緒にビー玉万華鏡を作ります
講　師：掛川工業高校　ものづくりクラブ
持ち物：定規・はさみ・鉛筆

申込み：８月17日（土）～　先着20人

問合せ先　掛川児童交流館　☎24－0822

小学生広場　ビー玉万華鏡 申込み制
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９月
行事予定 大東

児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
障害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。

９月は…
15日㈰
10：00～15：00

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。



募集
～絶対に虐待を許さないために～ 

障害者虐待防止法 ワークショップ
日　時：８月18日（日）　10：00～16：30
場　所：22世紀の丘公園たまり～な
対　象：虐待防止に関心のある方
定　員：20名（定員になり次第締切）
参加費：無料（昼食は各自持参）
主　催：静岡障がい者の虐待を許さない
� 市民ネットワーク
共　催：静岡県車椅子友の会　掛川支部
申込み：８月15日（木）まで
申込・問合せ先
　　静岡県車椅子友の会掛川支部
　　支部長　横山　☎090－3307－2927

手をつなぐ育成会主催 
第29回チャリティバザー開催
日　時：９月16日（月）　9：30～13：00
会　場：掛川市生涯学習センター 催物広場

集める物：未使用品（古着・本は不可）
掛川区域の方は、下記までお電話くだされ
ば、お宅まで伺います。大東・大須賀区域
については南部大東ふくしあ社協・南部大
須賀ふくしあ社協へお届けください。
受付期間：9月6日（金）まで
問 合 せ：手をつなぐ育成会 ☎21-2593
　　　　　電話受付時間10：00～14：00
� （土日除く）

地域ボランティア養成講座　参加者募集！！
　さまざまな活躍が期待される地域ボランティアの育成を図るため開催します。
日　時：８月29日（木）13：30～15：30
会　場：徳育保健センター2階徳育ホール
演　題：「地域でボランティアを始めるために」（仮）
講　師：聖隷クリストファー大学
　　　　　　　　　　　　准教授　佐藤順子　氏
対　象：一般市民　100人
参加費：無料
申込先：本所　☎22-1294（担当：児玉、森）

“自分らしく”生きる（初級ボランティア講座報告）
　７月２日より全３回にわたり初級ボランティア講座を開催し
ました。講師はNPO法人おのころ島の井出一史氏。事故で障
がいを持つようになり、そこから生きる事とどうむきあったか。
車の運転免許を取るまでの経過や、周囲からの反対があったと
きの思いなどをお話しいただきました。後半には障がい者の
「自立」と「自律」の違いについて触れ、自分の意思で選択が
できる「自律」の考え方についてお話しいただきました。参加
者からは「いろいろ学ぶことも多かったが、井出さんの生き方
に対する考え方や行動力に強いパワーを感じました。」と感想
が聞かれました。２回目は障がい者とのお話を中心とした交流
会。３回目はグループ学習を行いました。（参加者24名）
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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



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。　

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

 1（日） 13：00
～
15：30

 8（日）
15（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 6（金）
13：00
～
16：00

20（金）
市役所大東支所3F（72-1135） 13（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 18（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
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

９ 月の相談日のご案内

善意をありがとう
（平成25年6月分）※順不同敬称略

●寄付金
　＊中遠環境保全㈱

●寄付物品
　＊里山クラブ（コピー用紙）
　＊匿名2件（玩具、介護用品）

●収集物
　＊水藤和恵　＊高橋春香　＊中嶋勇司
　＊杉森悦子
　＊㈱ギャバン東海工場
　＊ダンロップタイヤ中央㈱掛川営業所
　＊掛川自動車学校・掛川クレーン学校
　＊掛川市勤労者協議会　＊掛川市役所　福祉課
　＊匿名７件

◆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
８月30日（金）13：30～ 15：00
あいり～な２階・小会議室
☎22－1294（担当：森）

 

あたたかい心を
ありがとうございます。

中遠環境保全㈱様から100万円のご寄付を
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。

高齢者生きがい教室参加者募集
　高齢者の健康と生きがいづくりの一環として、
生きがい教室を開催します。仲間づくりと余暇
活動をしてみませんか。
対　象：市内在住60歳以上の方

老人福祉センター山王荘会場

若返り楽々健康講座

内　容

◎家で出来ること
◎自分の身体を自分で知る
◎身体のゆがみ直し
◎音楽に合わせた体操　等

開催日 9/25、10/23、11/27（水）
時　間 9：30～11：00
定　員 30人　※３回参加できる方

申込み・問合せ
　老人福祉センター山王荘
　☎72-5370（平日のみ）

家族介護支援事業 
施設見学のお知らせ

月　　日：８月29日（木）※送迎があります。
見 学 先：くにやす苑（特別養護老人ホーム）

掛川市国安1717-1
（見学時間は10：15～11：45）

バスの発着：掛川市生涯学習センター
市役所大東支所・大須賀支所

参 加 費：800円（当日集金、昼食負担金）
対　　象：高齢者を介護している家族等
申 込 み：８月21日（水）迄

申込・問合せ先
南部大東ふくしあ社協
☎72－1135（担当：角替）
　　在宅介護者の会・会員募集中！

参加者
募集‼
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