
今年も10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運動がスタートします。
地域で、学校で、職場で…。皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。
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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 高齢者健康生きがいづくり教室

♥高齢者健康生きがいづくり教室とは？
「介護予防となる生きがいづくり」に重点をおき、シニア世代が健康で元気にいきいきと活動
していくことを目的に実施している各種教室です。

♥対象：市内在住の60歳以上の方
♥会場：たまり～な、老人福祉センター山王荘
　　　　大須賀老人福祉センター
♥教室：カラオケ、ダンス、舞踊、軽体操　など
　　　　（概ね３回講座）

短期講座終了後に、自主クラブとして活動しているグループがたくさんあります。
社協は、続けて講座を受けたい高齢者やグループを支援します。

仲間づくり、生きがいづくりに興味のある方、ぜひお問い合わせください。

＜問合せ先＞
掛川市社会福祉協議会
たまり～な　　　　　　　☎24-2754
老人福祉センター山王荘　☎72-5370
大須賀老人福祉センター　☎48-5965

高齢者生きがいと健康づくり事業
　高齢者の健康と生きがいづくりの一環とし
て、「初めてのパソコン教室」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
申込み・問合せ
高齢者生きがい活動拠点事業事務局
たまり～な内　☎24-2754
（火・日・祝日休館）

『初めてのパソコン教室』
文字の入力方法や、パソコン操作の基本から覚えましょう。
インターネットにも挑戦して、パソコンを楽しみましょう。

開催日 11/14（木）、11/15（金）
※２日出席できる方

時　間 10:00～16:00

定　員 12人
（※パソコンに初めて触る初心者の方）

持ち物 筆記用具、飲み物、昼食は各自持参

募集

　「ふ つうの、く らしやすい、し あわせ」という考えから、思いやり、親切、声掛け、応
援、ボランティアなど、すべてを福祉教育と考えて取り組んでいます。

全校
あいさつ運動（先取りあいさつ、付け足しあいさつ、お返し
あいさつ）、優しい言葉遣い、ペア活動、スリッパの整頓、各
委員会の活動

福祉委員会 古切手、ベルマーク、書き損じハガキ集め、赤い羽根共同募
金、ユニセフ募金

１年生 お年寄りとの交流、幼稚園児・保育園児との交流
２年生 １年生との共同活動
３年生 あいさつ運動
４年生 あいさつリーダー

５年生 あいさつリーダー、学校周辺の美化活動
体の不自由な体験、新１年生との交流

６年生 あいさつリーダー、リサイクル活動、募金活動

福祉教育への取り組み紹介　～城北小学校～

こつこつと集めた
古切手・ベルマーク

６年生をリーダーとした通学
あいさつ運動

「懐かしの歌を唄おう」クラブ
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キョーちゃんキョーちゃん

主催：掛川市社会福祉協議会

掛川社協キャラクター掛川社協キャラクター

会場：掛川市生涯学習センター

10:30～15:00

みなさん、

よろしくね♪

後援：掛川市

第９回 掛川市

10月20日（日）

この事業は「赤い羽根共同募金」の助成金によって開催されています
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第９回掛川市ふれあい広場 ～はじめよう！小さな一歩は　笑顔から!!～

日時：10月20日（日）10:30～15:00
会場：掛川市生涯学習センター
主催：掛川市社会福祉協議会　後援：掛川市

裏面の塗り絵にきれいな色をぬって、当日持って来てね！
受付に塗り絵を持参すると、プレゼントがもらえるよ。子どもも大人もOKだよ♪
※各先着100名様（受付 10:30～）
提出いただいた塗り絵は、会場内に掲示させていただきます。
作品の返却は致しませんのでご了承ください。

名　　前 年齢

住　　所

電話番号

所　　属
（例：○○幼稚園、団体名）

問合せ先：本所　TEL22-1294　FAX23-3319

掛川市社協マスコットキャラクター
『キョーちゃん』

市の花　キキョウ、市の鳥　ウグイス、掛川で有名なお茶
の葉をモチーフに、胸のハートで福祉の心を表しています。
名前は社協、キキョウ、共同募金の３つのキョーをとって
『キョーちゃん』です!!
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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 金 10:00 こあら・うさぎ合同運動会
1 金

10:00 親子の広場 2 土 10:00 けん玉の日

2 土 9:00 中・高校生と赤ちゃんの
ふれあい交流事業 11:00 お話の広場 6 水 10:00 ママとちびっこ広場

9 土 10:00 なんでも体験クラブ
2 土

10:00 ＯＳＫあそびクラブ 7 木 15:00 作ってあそぼう

13 水 10:30 らっこくらぶ 13:30 一輪車クラブ
9 土

10:00 手作りクラブＡ

14 木 10:00 リズムランド
9 土

10:00 ＯＳＫあそびクラブ 13:30 手作りクラブＢ

16 土 14:00 大ちゃん先生と体操遊び 13:30 一輪車クラブ 10 日 10:00 サンデーパパ

20 水 10:00 にこにこタイム 10 日 10:00 児童館まつり 14 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ１歳児

30 土 13:30 キッズクッキング 12 火 10:00 リズムの広場 15 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ２歳児

16 土
10:00 スポーツチャレンジクラブ 20 水 10:00 ママとちびっこ広場

13:30 クッキングクラブ 24 日 10:00 あそんじゃおうクラブ

21 木 10:00 つくしんぼの広場１・２歳児 30 土 9:00 小学生広場「秋の遠足」

27 水 10:00 すくすく広場 おもちゃ図書館

と　き：平成25年11月２日（土）　9：00～ （8：50集合）
ところ：大東児童館　なかよしホール
対　象：市内の中学・高校生　20名
内　容：事前学習会・赤ちゃんとのふれあい
赤ちゃんを抱っこしたりあやしたりして、ちょっとだけ
お父さん、お母さんの気分を味わってみよう！　　　　

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業
～中・高校生参加者募集～

休館日のお知らせ

大東児童館、大須賀児童館、
掛川児童交流館は

10月12日（土）～14日（月）まで
祭典のため休館します。

と　き：平成25年11月30日（土）　13：30～
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学３～６年生　20名
内　容：えびいり焼き春巻き
持ち物：参加費100円、エプロン、三角巾、マスク、
　　　　 ふきん２枚、手拭きタオル、飲み物、持ち帰り用

タッパー
申込み：10月22日（火）～　先着順
問合せ先：大東児童館　　☎72－7830

キッズクッキング 申込み制

と　き：平成25年10月27日（日）　10：00～11：30
ところ：福祉活動館（体育館）
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族　10組
内　容：パパとミニ運動会！
持ち物： 参加費1家族200円、体育館シューズ（上靴）、 

水筒、運動のできる服装
申込み：10月５日（土）～　先着順
問合せ先：掛川児童交流館　　☎24－0822

サンデーパパ 申込み制
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11月
行事予定 大東

児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

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。

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。
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。

11月は…
17日㈰
10:00～15:00



報告

報告

報告

参加者募集　宅配サンタ in かけがわ　 サンタボランティア募集
　子どもたちへ夢とプレゼントを届けるステキなボランティアをしてみませんか

内　　容　�この事業は応募者がサンタの格好に扮し、別に募集した
「サンタに来てほしい」お宅を回り、子どもたちへプレ
ゼントを渡す企画です。

日　　程　①事 前 説 明 会　11月10日（日）13：30～14：30
　　　　　②プレゼント作成日　11月30日（土） 9：00～12：00
　　　　　　　　　　　　　　　12月 7 日（土） 9：00～12：00
　　　　　③宅配日・反省会　12月23日（月）17：30～21：00
参加条件　15～30歳の方　上記の日程に参加できる方
参 加 費　280円（保険代）
申込締切　11月 ６ 日（水）
申込み・問合せ　本所　☎22-1294（担当：春田、片岡）

小学生ふれあい交流事業
盲導犬には触ったらダメだよ!!
　 8月 2日（金）日本盲導犬協会「盲導犬の
里富士ハーネス」にて、北部地域の小学 4～
６年生を対象に学習会を行いました。訓練さ
れた盲導犬の動きを見たり、街で出会った時
の接し方・注意点を学んだりしました。また
視覚障がい者
への理解も深
めることがで
きました。
（参加者49名）

　 8月29日（木）徳育保健センターにおい
て聖隷クリストファー大学准教授の佐藤順
子氏を講師に迎え、「地域でボランティア
を始めるために」と題し講演をいただきま
した。地域福祉活動を進める上で、地区福
祉協議会の役割や、地域で活動するボラン
ティアの必要性をお話いただき、また、地域でボランティアを育成し
ていくヒントをいただきました。この講座をきっかけに、地域で活躍
するボランティアが増えることが期待されます。（参加者43名）

中学生ふれあい交流事業
おいしいそばが出来ました

　 8月22日（木）大東保健センターにて南
部地域の中学生と放課後等ディサービスセ
ンターみなみかぜの児童が石津そばうち同
好会の方々の指導のもと、そばうち体験を
しました。体験をとおして、交流と、障が
い児の理解がで
きました。そば
もとてもおいし
かったよ!!

地域ボランティア養成講座を行いました

講師の佐藤順子氏
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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



シニアクラブ掛川大須賀支部　ふれあい作品展
◇シニアクラブ掛川大須賀支部会員の作品が勢ぞろい!!

日時：11月９日（土）、10日（日）10:00 ～ 15:00
会場：掛川市大須賀老人福祉センター大広間
内容：書、絵画、写真、折り紙、手芸、盆栽、絵手紙、民芸品など
問合せ先：シニアクラブ掛川大須賀支部事務局（大須賀老人福祉センター内）☎48-5965

入場無料

次は粟本地区の紹介です。お楽しみに♪

～上内田地区福祉協議会～

　平成20年４月に学習センター福祉部から分離独立して６
年目となり、現在次の４つの専門部で活動しています。
　コミュニティ部は高齢者を対象に「ふれあいいきいきサロ
ン」を毎月開催。福祉体育部は年３回グラウンドゴルフ大会
の開催と練習会の実施。地域安全部は部員と副区長さんを中
心に通称青パト等で地域内の安全を守るために計画的にパト
ロール。また、各区の組長さんは「上内田福祉となり組」を
担当。子育て支援部は「上内田にこにこひろば」と「上内田
学童保育所」を運営しています。

親子でリズム遊び

防犯パトロール　いざ出発
（地域安全部）

おおすか児童館まつり
ところ：大須賀児童館・大須賀老人福祉センター

問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

ECOにご協力を
ごみ削減のためマイはし、マイバック持参を推奨
しています。持ってきてね。
アルミ缶回収も行っております。

11/10（日）
10：00～14：00

遊びコーナー
★おもしろチャレンジランキング
★キョーちゃんを探せ！
★あめつり　　など

手作りコーナー
★簡単吹き矢
★くるくるプラコップ

スタンプラリー
いろんなコーナーを回ってポイントを集めよう。
ポイントがたまったらくじ引きができるよ！
＜※一部対象外のコーナーあり＞

芝生広場コーナー（★雨天中止）
★三世代玉入れ大会
　(子ども会大須賀地区主催)
★ポニー乗馬体験

食べ物販売コーナー
フランクフルト、おにぎり、飲み物
カレー、パン、焼き菓子　など

まってるよ！

家族みんなで来て
楽しめるよ♪
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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。　

募集

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

 3（日） 13：00
～
15：30

10（日）
17（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 1（金）

13：00
～
16：00

15（金）
29（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  8（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 13（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）
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

11 月の相談日のご案内

善意をありがとう
（平成25年8月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊掛川市芸能連盟ワールド桔梗　
＊けっトラ市金魚募金　＊匿名1件
●寄付物品
＊榛葉フジ（手芸用品）　＊山本由紀江（幼児用イス）
＊伊達周（書籍）　＊落合崇央（卓球台）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊萌木の会（雑巾）＊匿名2件（介護用品、茶葉）
●収集物
＊中遠環境保全㈱　＊健康第一調剤薬局　
＊昭和モータース　＊掛川市役所　環境政策課
＊匿名5件
●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊ボランティア連絡協議会大東支部
＊島田附属中H20年卒業生ママの会

◆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：10月25日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：10月９日（水）13:30～15:00
　　　大須賀老人福祉センター

歳末たすけあい募金の助成希望を受付しています
　今年も12月１日より、「歳末たすけあい運動」が始まります。
　この運動は、「みんなで支えあうあたたかい地域づくり」を目的に、新たな年を迎える時期に、掛川市内の
支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らしていただくための「ささえあいの運動」です。

歳末たすけあい募金の助成を希望される場合には、申請手続きが必要です。

世 帯 へ の 助 成… 生活にお困りの世帯…住民税非課税世帯（生活保護世帯は除く）で母子、父子、高齢者、
障害者世帯などに助成されます。
社協または担当民生委員さんまでご相談ください。
　　　　　申請期限：10月28日（月）

福祉事業への助成… 福祉団体･ボランティア団体・地区福祉協等が、年末年始に行う福祉事業に助
成されます。
障害者団体の行う福祉事業には優先して助成されます。高齢者サロン、子育てサロン等
の交流事業には１人あたり500円を限度とします。事業に食事代が含まれる場合は、必
ず自己負担金を徴収してください。
　　　　　申請期限：11月11日（月）

※ 助成額は今年度の申請受理された件数と、集まった募金額により決定させていただき
ます。申請について詳しくは本所、各支所までお問い合わせください。

登録ヘルパー
業務内容：訪問介護、障害者のヘルパー
給　　与：時給1,200円
免　　許：年齢概ね65歳位まで
資　　格：ホームヘルパー2級相当以上
問合せ先：☎22-1309（担当：久保・伊藤）

8

かけがわ社協だより　平成25年10月号


