
７月25日大須賀児童館、７月27日掛川児童交流館、８月１日大東児童館で『夏まつり』が行われました。中学生・
高校生・大学生のボランティアや地域のボランティアが大勢活躍してくれ、工作やお化け屋敷、人形劇等それぞれの
『夏まつり』をたくさんの子どもたち、親子連れが楽しみました。社会福祉協議会のマスコットキャラクターのつい
た「キョーちゃんパン」も販売されました。

夏まつり
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
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　平成27年度に施行される「生活困窮者自立支援法」に伴い、掛川市から委託を受けて掛
川市社会福祉協議会が平成26年7月からモデル事業を実施しております。
　所得の低下、失業の長期化、離職など経済的な問題と合わせて生活上の様々な困難に直面
している掛川市在住の方の相談をお受けし、あなたにあった支援を一緒に考えていきます。

　超高齢社会においては、多くの高齢者が一人暮らしになる可能性が高く、併せて家族や
親族による支援は難しい時代となります。こうした背景から、シニアクラブには、地域福
祉・地域支え合いのネットワークの一翼を担うことが期待されています。シニアクラブに
加入することで生きがいづくり・健康づくりを実践でき、仲間作りにも繋がりますので、
こうしたことについて8月6日（水）に掛川市高齢者支援課と、市内最大の高齢者団体シ
ニアクラブとの懇談会を実施しました。

内容は次のとおりです。
〇�高齢者同士の交流、社会参加により介護予防効果がある
シニアクラブ活動への補助金のお願いについて
〇�全老連提唱「100万人会員加入増強運動」への協力につ
いて
〇クラブ活動参加者への送迎バス代の確保について
〇「たまり～な」への郵便ポスト設置について　等
平成26年度より若手委員が理事に加わり、伝統ある「シ

ニアクラブ」の後継者づくりに取り組んでいます。

問合せ先
高齢者生きがい活動拠点事務局
たまり～な（シニアクラブ掛川事務局）
☎24-2754
担当：松井・高橋

ご一緒に考えていきましょう
お気軽にご相談ください。

掛川市社会福祉協議会
☎22-1294
担当：黒田　・　石川

どこに相談すればよいか
わからない･･･

日常のお金の使い方を
� 見直したい

生活に困っていて生活を
立て直したい

電気・ガスが止まりそう…

失業してしまい、
このままだと家賃が
払えない･･･

生活困窮者自立促進支援モデル事業

シニアクラブ掛川「市と懇談会実施」

引きこもりの
子どものことが心配･･･
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掛川市社協では市からの委託を受けひとり暮らしの高齢者などのための“生活管理
指導員派遣事業”を行っています。
内　　　　容：指導員が伺い買い物・炊事・洗濯・掃除等の支援及び指導を行います。
利用できる方：おおむね65歳以上のひとり暮らしや高齢者世帯で要介護認定を受けてない方
派 遣 日 時：月曜日から金曜日　１時間～１時間30分�
派 遣 回 数：週１回～２回程度�
相　談　先：掛川市社協本所　　　　　☎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

生活管理指導員派遣事業　（高齢者の生活支援サービス）

指導員が訪問支援することで住み慣れた自宅で生活が送れます

～佐束地区福祉協議会～
　佐束地区センター健康福祉部は、平成19年５月に設立され、高瀬
区・小貫区・中方区・岩滑区の福祉委員、民生児童委員、日赤奉仕団、
保健委員で構成されています。活動は、佐束地区自治区会長と連携し
て、毎年９月に「佐束地区敬老会」を開催し、アトラクションによる楽
しいひと時を過ごしていただいております。また、４地区では「ふれあ
い交流会」を開催して、日中に食事を挟みながら笑いと会話が弾んでい
ます。
　その他にも、高齢者で一人暮らしの世
帯や身体の不自由な方を対象とした「見
守りネットワーク活動」も２地区で活動
しております。
　今後も、地域の中で互いに声掛けをし
て、元気で毎日を過ごせる様な佐束地区
を目指した活動をしていきたいと思いま
す。

　倉真小学校では、「ともにめざせ！ともにかがやけ！」の重点目
標のもと、他と関わることを通して、福祉教育に取り組んでいます。
【金次郎プロジェクト】二宮金次郎の報徳精神に関係が深いことか
ら、地域の方々と共に200メートル先からの挨拶運動、金曜日の金
次郎タイム（縦割りでの遊びやリレーや草取り）、年間4回の金次
郎ボランティア（地区や校内の美化活動）などで金次郎魂を実践し
ています。
【福祉体験実習】H25年度は、3～6年生の児童を対象に行いました。
ゲストティーチャーに杉田珠江さんと松本福江さんをお招きして、
聴覚障害について話を聞き、手話を体験する学習をしました。

福祉教育への取り組み紹介　～倉真小学校～

次は掛川第三地区の紹介です。お楽しみに♪

★�転んで手を骨折し家事が出
来ない方
★�足腰が悪く買い物に行かれ
ない方

利用されてる方の紹介
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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 土
10:00 農業体験クラブ 2 木 10:00 つくしんぼの広場１・２歳児（なかよし運動会） 1 水 10:00 ちびっこ広場

14:00 体操遊びクラブ（大坂小）
3 金

10:00 親子の広場
5 日

10:00 ハンドメイドＡ

8 水 10:30 らっこくらぶ 10:00 お話の広場 13:30 ハンドメイドＢ

9 木 10:00 リズムランド
4 土

10:00 わくわくキッズクラブ 15 水 10:00 ちびっこ広場

22 水 13:30 にこにこタイム 11:00 一輪車クラブ 22 水 10:00 育児力アップ講座

25 土
10:00 キッズクッキング 18 土 10:00 アートクラブ

26 日
10:00 サンデーパパ

13:30 ダンスクラブ（しーすぽ）23 木 10:00 つくしんぼの広場１・２歳児 10:00 なんでもチャレンジクラブ

30 木 10:00 こあらくらぶうさぎくらぶ合同運動会 25 土 10:00 クッキングクラブ9/27（土）15時受付開始 28 火 15:00 親子であそぼう

29 水 13:30 すくすく広場 31 金 10:00 ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

ふれあい広場10/19（日）に 
参加のため、おやすみです。

と き：平成26年９月30日(火)　15：00～15：40
ところ：掛川児童交流館３Ｆ交流ルーム
内　容：むくむくびっくり箱
　　　　※時間に間に合わないと参加することができません。
　　　　　間に合うように来てね！
対　象：園児親子（３歳～）

申込み・問合せ先： 掛川児童交流館　☎24－0822

作ってあそぼう
と き：平成26年９月27日(土)　10：00～12：00
ところ：大須賀児童館　　図書室
内　容：ロゼット飾り（ガーランド風）
　　　　★�紙でくるくるっと作るバラの花。小学生低学年でも作れま

す！お部屋に飾るとかわいいよ！
対　象：小学生以上　先着10人（申込制）

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

アートクラブ（申込制）

と き：平成26年９月27日（土）　13：30～15：30
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：バナナとくるみのカップケーキ
対　象：小学１～６年生　20人（先着順）＊自分で申し込んでね。
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・水筒
　　　　ふきん２枚・手拭きタオル・持ち帰り用容器

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング（申込制）

☆祭典にともなう休館のお知らせ☆
掛川児童交流館・大東児童館
大須賀児童館いずれも

10月11・12日（土・日）は休館します。

中・高校生と赤ちゃんのふれあい事業
子育ての楽しさ・大変さ・喜び・わが子に対する思いを中・高校生にお
話ししてくださる乳児の保護者を募集します。わが子のかわいさ、今ま
での子育てについてお話することで子育てを振り返ってみませんか？

と き：平成26年９月20日(土)　10：00～11：30（受付９：50～）
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
内　容：赤ちゃんと中・高校生とのふれあい交流
対　象：市内４ヶ月(首がすわった子)～１歳６ヵ月児とその保護者　20組
持ち物：アルバム、赤ちゃんに必要な物（飲み物、オムツ、着替えなど）
　　　　※詳しいことは参加者にお知らせします
申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎24－0822

募集中

募集中
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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。
（※掛川市社会福祉協議会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。

10月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



募集

報告

報告

映画「逃げ遅れる人々」上映会のお知らせ

サマーショートボランティア報告

小学生ふれあい交流報告
ユニバーサルデザイン探検隊

「もったいない」を 「ありがとう」にかえる

フードバンクふじのくに
フードバンクとは、食べられるのに捨てられてしまう食品の寄贈を受けて、
生活困窮者に食糧支援をする活動です。
食品を寄贈してくださる企業・個人の方を募集しています。
【連絡先】
フードバンクふじのくに
☎054-248-6177（平日９時～17時）

開催日：９月28日（日）14：00～16：30
会　場：大須賀中央公民館（西大渕145）
内　容：①映画「逃げ遅れる人々」上映（74分）
　　　　②監督・出演者によるトークショー
主　催：掛川市ボランティア連絡協議会
　　　　掛川市　掛川市社会福祉協議会
協　力：車椅子友の会掛川支部　掛川市視覚障害者協会　掛川市身体障害者福祉協会ろうあ部
申込み・問合せ　本所　TEL22-1294　FAX23-3319

８月７日（木）掛川市役所にて、北部地域の小学４
～６年生を対象に、「ユニバーサルデザイン探検」
を行いました。ユニバーサルデザインとは何かの勉
強や、肢体不自由者・視覚障がい者のゲストの方の
お話を聞いた後、実際に体験をすることで、障がい
に対しての理解を深めることが出来ました。さら
に、ユニバーサルデザインが
あることで、どのような使い
やすさがあるかも学ぶことが
できました。
【参加者15名】

８月８日（金）大東市民交流センターにて、城
東中・大浜中の生徒が、声の広報やまびこグ
ループの指導のもと、社協だより8月号をカ
セットテープに吹き込む体験を行いました。出
来上がったカセットテープは大東在住の視覚障
がい者に届けられます。
　体験を通じて、視覚障が
い者への情報提供の方法を
学ぶことができました。
【参加者７名】

　夏休みを利用して静岡県ボランティア協会・掛川市社会福祉協議会共催によるサマーショー
トボランティアが今年も開催されました。この活動は中学生から社会人までを対象に、県内に
ある社会福祉施設・社会教育施設での体験を通し、施
設で生活している方やそこで働く方と接することで、
ボランティアに対する意識や理解を深めることを目的
として行っています。本年は、市内６名の中学生・高
校生の参加がありました。

東日本大震災で被災した障がい者とそこに
関わる人々の証言をもとにした映画です。

報告 中学生ふれあい交流報告
視覚障がい者に�

あなたの声を届けませんか？
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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



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

 5(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)19(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 3(金)

13：00
～
16：00

17(金)

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） 29(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

10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26年７月分）※順不同敬称略●寄付金

＊㈱桑高工業所
＊アピタ掛川店

●寄付物品
＊村松長吉（衛生用品）�＊佐々木雪子（切手、収入印紙）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊旭ヶ丘サロン　水曜会（雑巾）

●収集物
＊久保要人　＊伊藤世紀子　＊夏目篤子
＊萩田博
＊大鉄タクシー　＊健康第一調剤薬局
＊戸塚書道教室　＊㈱アスカ
＊㈱ギャバン　＊(有)エフ・ベース　
＊(有)クワハラ塗料店　＊(有)みのり園
＊スルガ銀行掛川支店　
＊ヤマハ労働組合掛川支部　
＊第３地区民児協　＊掛川市立第一小学校
＊亀の甲楽寿会
＊掛川市役所　高齢者支援課　市民課
市税課総務係
＊匿名６件

掛川市ふれあい広場10周年記念企画大募集!!

◆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：9月26日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な2階・小会議室
南部：9月10日（水）13:30～15:00
　　　大須賀老人福祉センター

・平成17年生まれの今の君の写真を封書で送って下さい！
・画面いっぱいの笑顔の写真です！※Ｌ判
・写真の返却はできません。当日、会場に展示して良いものに限ります。

「♪画面いっぱい、笑顔の写真♪」大募集！募集１

「♪ふくし川柳♪」大募集！
・テーマ…出逢い・ふれあい・支え合い　　　　※締め切り：９月26日（金）
・「５．７．５」１７文字に思いを込めて！
・ハガキ１枚で１句、１人１枚。

募集２

・住所、氏名、電話番号、年齢（生年月日）、学校名、団体名等をご記入ください。
※応募者で当日会場に来てくれた方、全員にプレゼント♪社協会長賞、社協局長賞あり♪
問合せ：本所　☎22-1294　（担当：松浦）

共通条件

436-0079
掛川市掛川910-1　あいりーな２階
社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会�宛
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