
　10月20日（日）掛川市生涯学習センターにおいて「第９回掛川市ふれあい広場」を開催しました。
ボランティア団体や福祉施設など52団体が参加し、福祉体験や活動紹介、バザーなどを行いました。
　今年は特に催物広場で、特別企画のゲストの彗宙華（すいちゅうか）の皆さんによる「よさこい踊
り」、笑いヨガ、ハンドベルの演奏や手話の歌の他、団体による３Ｂ体操、大正琴演奏などにより、会
場は盛り上がりました。（来場者3,800人）

元気と笑顔が集う場所

それが“ふれあい広場”です

キョーちゃん
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手作りおもちゃ どんぐりペンダント 手話カルタ　ジェスチャーでヒント 熱唱！アイメイトの歌

はじめての大正琴

筆談でお話

車椅子体験

いらっしゃ～い

三角巾の講習

うまくできるかな？

たくさんの方が来てくれました

大好評だったマッサージ

たくさんのご協力とご寄附をありがとうございました。
◇松浦直子様（笑いヨガ）　◇彗宙華様28名（よさこい披露）
◇掛川ろうあ部/太陽の会様（手話指導）
◇掛川城＠戦国おもてなし隊様３名（掛川ＰＲ）　◇掛川市様（茶のみやきんじろう君）
◇掛川信用金庫　本店・支店様　実行委員５名他、前日６名、当日３名の協力
◇掛川商工会議所青年部様　実行委員３名、前日９名、当日午前10名・午後12名の協力
◇株式会社　ダイナム様　おもちゃ・生活雑貨・文具等寄付（140個）　当日７名の協力
◇株式会社　スルガ銀行様　会場内配布の風船（480個）、ヘリウムガス等の物品寄付
◇お茶の実の雪うさぎ工房㈲様（焼き菓子500個寄付）
◇中根製茶様（お茶缶1050本寄付）
◇桜木・東部生きデイ利用者の皆様（紙花作成）
◇山﨑幸子様他２名　売上金寄付（13200円）
◇ガールスカウト静岡６団様（売上金の一部1000円寄付）
◇養護老人ホームききょう荘ききょう会手芸クラブ様　手芸品販売の売上金4900円寄付
◇大須賀中学校９名　◇栄川中学校７名　　◇西中学校６名　　　◇東中学校６名
◇桜が丘中学校４名　◇原野谷中学校４名　◇城東中学校２名　　◇大浜中学校２名
◇掛川西高校１６名　◇掛川東高校１０名　◇掛川工業高校７名　◇横須賀高校２名
◇掛川市民生委員児童委員協議会様１６名
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「障害者週間」とは…
　日本国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社
会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的と
した週間です。国際障害者デーであり、また障害者基本法の公布日でもある12月３日を
起点とし、障害者の日である12月９日までの１週間と定めたものです。
　期間中は全国各地でさまざまな行事が実施されます。

12月３日から12月９日は障害者週間です。

下記の相談も「ふくしあ」で行ってます。
　・地区福祉協議会相談　　・福祉総合相談　　・善意銀行貸付相談
　・生活福祉資金貸付相談　・日常生活自立支援事業相談

東部ふくしあ　掛川市薗ヶ谷881-1（旧宮脇保育園跡地）  TEL23-4720　FAX23-4720
西部ふくしあ　掛川市下垂木1270-2（旧桜木幼稚園跡地） TEL29-6192　FAX29-6193

■貸出項目
① 福祉車両
② 車椅子
③ 各種レクリエーション用品
　 （写真以外にも多数あり）
※東部ふくしあは①は申請のみ

｢東部ふくしあ｣ ｢西部ふくしあ｣ にて、貸し出しを開始します。

次は大須賀第三地区の紹介です。お楽しみに♪

～大坂地区センター健康福祉部～
　大坂地区センター健康福祉部は、大坂区・三井区・
東大坂区の福祉委員会から成り立っています。各福祉
委員会では、福祉委員、民生委員、日赤奉仕団の協力
や地域に根付いた福祉協力者の趣向を凝らした活動が
地域福祉を支えています。又、各地区サロン活動では、
高齢者サロン・複合サロンを実施しています。その取
り組みは、子ども達とのゲートボール、飛行機作りや
スイカ割り、流しそうめん、体操、ゲームやおしゃべ
りなどみんなで楽しく笑いのあふれるひとときを過ご
しています。
　このように、地域の方々が協力してくれる底流には、
現代人が忘れ始めている「大和心」が脈々と生きてい
るのです。

ふくしの 　豆　 知識
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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

8 水 10:30 らっこくらぶ 8 水 10:00 リズムの広場 8 水 10:00 ママとちびっこ広場

9 木 10:00 リズムランド
10 金

10:00 親子の広場 9 木 15:00 作ってあそぼう

11 土
10:00 なんでも体験クラブ 11:00 お話の広場

11 土

10:00 けん玉の日

13:30 キッズクッキング 11 土 10:00 スポーツチャレンジクラブ 10:00 手作りクラブＡ

15 水 10:00 こあらくらぶ 15 水 10:00 つくしんぼの広場２歳児 13:30 手作りクラブＢ

16 木 10:00 うさぎくらぶ 16 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 15 水 10:00 ママとちびっこ広場

18 土
10:00 なんでも体験クラブ 18 土 10:00 ＯＳＫあそびクラブ 18 土 10:00 小学生広場

14:00 大ちゃん先生と体操遊び 25 土 13:30 クッキングクラブ12/20（金）15時受付開始 19 日 10:00 サンデーパパ

26 日 10:00 児童館まつり＆雪まつり 30 木 10:00 すくすく広場 23 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

29 水 10:00 にこにこタイム 24 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

26 日 10:00 あそんじゃおうクラブ

おもちゃ図書館

と� き：平成25年12月21日（土）10：00～12：30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
内　容：ゲーム大会、宝探し、ケーキ作り
対　象：小学生30名（先着順）
持ち物：参加費100円、飲み物、エプロン、
　　　　マスク、タッパー

問合せ先：大須賀児童館
　　　　　☎48－5965

と� き：平成26年１月11日（土）　13：30～
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：ロリポップチョコ
対　象：小学１～２年生　20名
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク
　　　　ふきん・ハンドタオル・タッパー・水筒
申込み：12月20日（金）～　先着順

問合せ先：大東児童館　　☎72－7830

おたのしみ館　クリスマス会

キッズクッキング

参加者募集中

申込み制

と� き：平成25年12月14日（土）　10：00～11：30
ところ：掛川児童交流館（２Ｆ共用会議室）
内　容：オリジナルスタンプを使って年賀状作りに挑戦！
対　象：３歳（園児）～　小学生15名（園児は保護者同伴）
持ち物：年賀状２枚、手拭きタオル

問合せ先　掛川児童交流館　　☎24－0822

わくわく広場
オリジナルスタンプで年賀状作り

11月でお知らせした年末年始休館日の訂正
掛川児童交流館は、12月29日（日）～１月6日（月）
まで休館します。お詫びして訂正させていただきます。
なお、大東・大須賀児童館は、お知らせのとおり
12月28日（土）～1月6日（月）まで休館します。

参加者募集中
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１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。

１月は…
19日㈰
10:00～15:00



第36回　静岡県ボランティア研究集会
今　わたしが　あなたができることは？

―　みんなでやらざあ　焼津のまちから　夢づくり　―
日　　時：平成26年２月９日（日）10：00～16：45
会　　場：焼津市文化会館（大ホール他）
内　　容：（１）基調講演　内藤　いづみ　氏（ふじ内科クリニック院長）
　　　　　　　　　　講演「生きていく。いのちの輝きを支えて」
　　　　　（２）分科会：８つの分科会に分かれてテーマ別話し合い
参加対象：ボランティア・市民活動に関心ある方ならどなたでも
定　　員：400名
参 加 費：（一般）1,000円　　（学生）500円
申 込 み：所定の参加申込書にて静岡県ボランティア協会まで郵送又はファックスで送付
締 切 り：平成26年１月20日（月）
問 合 せ：静岡県ボランティア協会
　　　　　　　　電話：054-255-7357　　FAX：054-254-5208
◎開催要項・参加申込書は、12月16日（月）から総合福祉センター（あいり～な）2F
　社会福祉協議会で配付しています。

今日からできる収集ボランティア
　自宅で、職場でいつでも気が付いたときに、誰にでもできるボランティアがあります。
普段何気なく捨ててしまうものでも、気をつけるとリサイクルして活躍できるものがあります。
　いただいた収集物は各収集団体や回収業者に送付、換金され福祉に役立てられています。
　ぜひ収集ボランティアにご協力ください。

＜取り扱い品目＞
古切手、ベルマーク、書き損じハガキ、磁気カード、ロータスクーポン、
ブルーチップ、桔梗シール
※収集の注意点、活用方法の詳細等は社協　本所までお問い合わせください。

問合せ・回収先：本所　☎22-1294（担当：春田・片岡）、各ふくしあ社協

“静岡”を感じて（避難者交流事業）
　11月９日（土）に掛川市内つま恋にて、東日本大震災により県内に避難されている方を対象に
静岡県社会福祉協議会主催の交流事業が開催されました。会場では、お茶や静岡おでん、富士宮や
きそばなど、静岡を代表する特産品・名品が参加者へ振る舞われました。また、ポニーの乗馬体験
や森林の湯への招待も行われ、参加者は終日、楽しい時間を過ごされました。（参加80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

 5(日) 13：00
～
15：30

12(日)
19(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

17(金)
13：00
～
16：00

31(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 10(金)
市役所大須賀支所1F（48-5531） 24(金)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 14(火)

 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

１月の相談日のご案内 善意をありがとう
（平成25年10月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊成行会（千浜西区）
●寄付物品
＊滝川美智子（衣類）　＊匿名1件（介護用品）
●収集物
＊渥美政子  ＊髙橋春香  ＊村松由波留  ＊㈱藤本組
＊シーン・プロジェクト㈲   ＊㈱ギャバン東海工場
＊西番町　＊南番町　＊柏平自治会
＊西山口地区福祉協議会
＊明るい社会づくり運動静岡県掛川地区協議会　
＊掛川市役所　下水整備課　福祉課　＊匿名５件

◆認知症の家族を介護されている方へ◆

「笑顔のつどい」のご案内
同じ立場の皆さんと一緒にお話しませんか？
北部：12月27日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：12月11日（水）13:30～15:00
　　　大須賀支所２階・会議室

精神保健福祉講演会
－心配なのは…私たちがいなくなった、そのあと－

静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科のご案内

ガイドヘルパー

　障がいがあってもなくても、親は子どものこ
とが心配です。障がいがあればなおさらです。

「今はいいけれど、もしも私たちがいなくなっ
たら…」そんな不安を感じているご家族の方に
も、ぜひ聞いてほしい講演会です。
　ご参加をお待ちしています。
日時：平成26年1月25日（土） 13:30～15:30
会場：22世紀の丘公園たまり～な
内容：「成年後見制度」をわかりやすく説明。
講師：古井慶治氏　ふるい後見事務所（社会福祉士）
定員：100名
共催： 掛川市社会福祉協議会、掛川・小笠地区

精神保健福祉会ひまわり会（家族会）

申込み・問合せ
本所　TEL22-1294　FAX23-3319（担当：松浦）

　視覚に障がいがあり、社会参加を目指してい
る方に、あん摩マッサージ指圧師の道が開かれ
ています。
対象：中途視覚障がい者
　　　将来視力低下を生ずるおそれのある方
内容： 「あん摩マッサージ指圧師」となるため

に必要な専門知識と技術を養います。
　　　 ３年間の課程を終えると国家試験受験資

格が得られます。
　国家試験に合格した卒業生は、自宅での治療
院開業や病院勤務、特別養護老人ホーム等での
機能訓練指導員などとして社会参加しています。
問合せ先
静岡県立静岡視覚特別支援学校
〒422-8006　静岡市駿河区曲金6-1-5
TEL　054-283-7300
FAX　054-282-8919

募集

業務内容：視覚障がい者の外出支援 
給　　与：時給　市内1,200円　市外1,400円
資格要件：同行援護従事者養成研修修了者 
　　　　　年齢概ね65歳位まで
問合せ先：☎22-1309（担当：宇田川・伊藤）

お詫びと訂正
　11月号表紙文章で「高瀬入山瀬米友会」と記載がありま
したが、正しくは「入山瀬米友会」の誤りでした。
　P2「静岡県健康福祉大会」の欄で、講師が鎌田實氏と記
載がありましたが、正しくは田部井淳子氏「人生は8合目か
らがおもしろい」の誤りでした。
　P5「ブラインドテニス」の欄で、開催日11月23日（土）と
記載がありましたが、正しくは12月23日（月）の誤りでした。
　訂正してお詫び申し上げます。
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