
　7月27日（木）、28日（金）老人福祉センター山王荘にて、「第11回山王荘まつり」が開催されました。天候にも
恵まれ、山王荘で活動している趣味クラブや授産施設等約30団体が参加し、芸能発表や作品展示、自主製品の販売
などが行われました。提灯や花紙で飾り付けられた会場で、出演者と参加者が一緒に歌を唄ったり、体操を行った
りと笑顔あふれる賑やかな催しとなりました（来場者約680名）。写真はホームページにも掲載されております。

山王荘まつりが開催されました

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
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南部大須賀ふくしあ
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掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
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申込み・問合せは
こちらまで
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と　き：①平成29年9月21日（木）13:30～15:30
　　　　②平成29年11月2日（木）13:30～15:30
ところ：たまり～な（大研修室）
講　師：レクリエーションコーディネーター 小池 幸子先生
参加費：1回500円
人　数：30人程度（シニアクラブ掛川支部会員優先）

社会福祉協議会が市から委託されている生きがいデイサービスは、桜木、東部(東部ふく
しあ)、大東(山王荘)、大須賀(大須賀老人福祉センター)を拠点とし、34コース、16会場
で行っています。

こんなことやってます!!

折り紙

手芸

頭の体操

健康体操

みんなでお弁当楽しい
おしゃべり

輪投げなど
体を動かすゲーム

他にもたくさん
あります♪

まだまだいけるぞ
キックオフ！

毎週、行くことを楽しみにしています。楽
しいゲームや脳トレ、作品作りや体操など
毎回新鮮で、ここに来るとたくさん笑って、
気持ちも体も若返ります。
友達もできて、心強いです。

【問合せ先】
桜木生きデイ　　☎２１－１８１５
東部生きデイ　　☎２１－６６６０
大東生きデイ　　☎７２－５３７０
大須賀生きデイ　☎４８－５９６５

【申込み・問合せ先】　
シニアクラブ掛川支部　☎24-2754

レクリエーションダンスで楽しく体を動かしましょう。1回のみの参加もできます。
レクリエーションダンス講習会参加者募集!!

元気な高齢者のための介護予防サービス・・・生きデイを利用して健康寿命を伸ばしましょう!!

市内唯一の男性生きデイ！ 7月27・28日
山王荘まつりで「青い山脈」を合唱しました。

生 きがいデ イサ ービ ス

対象者・・・掛川在住、60才以上で介護保険を利用していない方
  時　間・・・午前10時から午後2時または3時
 ※詳細につきましては、各拠点にお問い合わせ下さい。 93歳、元気いっぱい!

今年も皆勤賞です
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～第一小地区福祉協議会～

次は城西地区の紹介です。お楽しみに♪

日　　時：11月25日(土)13:30～16:00 (受付：13:00)
内　　容：ひきこもり経験者による体験発表、ワークショップ
会　　場：たまり～な22世紀の丘公園 (〒436-0011 静岡県掛川市満水1652)
対　　象：市民100人
主　　催：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
　　　　　NPO法人 全国ひきこもりKHJ親の会(家族会連合会)特定非営利活動法人 てくてく
【申込み・問合せ先】
地域福祉係 （担当：川又）TEL/22-1294　FAX/23-3319

　掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業について掛川市の5団体より助成
の応募をいただきました。
　掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業審査会に於いて厳正なる審査を行
い下記の４団体の助成が決定いたしました。

　第一小地区福祉協議会は、第一地区区長会(10町)と第二地区区長会(8町)で構成され、旧
市街地を中心とした商店街と周辺住宅地域、約1,800世帯が混在し高齢化の著しい地区です。
　高齢者の孤立を防ぐことを目的に高齢者サロン等の普及に全力を注いできました。現在
11町で9つのサロンが活動をしています。サロンのなかには、町の規模や公民館等を考慮し
2町が一緒になって実施しているところもあります。また、幼児のいる旭ヶ丘では「子育て
サロン」も実施しています。
　独居高齢者の見守りも欠かせません。地区民生委員の
ご協力と区長会のご理解を頂き、年8回 1回110食前後の
昼食を配布する事により、顔が見える見守り活動ができ、
悩みや健康状況について話をする等、地域の「きずな」
を築いています。今年は福祉の役員・区長等を対象に、福
祉施設の視察や介護についての講習会を予定しています。

団体名 申請額 申請事業内容

と・まーる 100,000円 当事者親子を呼んでの勉強会・看板作成・ポット
購入

大坂区福祉委員会 21,000円 サロンレクリエーション用品の購入
西南郷地区福祉協議会 21,000円 子育てサロンのおもちゃの買い替え
大渕地区福祉委員会 100,000円 座卓購入

ひきこもり大学 in 掛川キャンパス
―ひきこもり経験者から見た当事者支援の在り方―

平成29年度 ひきこもり者支援事業

赤い羽根共同募金助成団体決定報告

今全国で「ひきこもり者」は推計70～100万人と言われています。そのなかには自分の
用事等で外出する方も含まれます。あなたがすれ違っている若者のなかには、「社会的ひ
きこもり」になり、社会と繋がる糸口が見えず、未来が見えなくなっている人がいるかも
しれません。昨今の「社会的ひきこもり」について学び、私たちにできることを考えてみ
ませんか？ご参加をお待ちしております。

募集
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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」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、館内での掲示、おたより、HP、Facebook等への掲載に使わせていただくことがありますので、
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。

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 火

10：00 ぱんだくらぶ（０歳児） 11 水 10：00 すくすく広場 ４ 水 10：00 ちびっこ広場

15：00
英語であそぼう（幼児）

13 金 13：45 移動児童館（横須賀小） 10 火 10：00 にこにこたまご

15：50 14 土 13：30 一輪車クラブ

14 土

 9：00 ハンドメイドA（ゆき）

４ 水 放課後 移動児童館（中小） 19 木 10：00 つくしんぼ合同運動会 10：30 ハンドメイドA（さくら）

11 水 放課後 移動児童館（千浜小） 22 日 10：00 ちっちゃな文化展（作って遊ぼう） 10：00 おもちゃ病院

14 土 13：30 ダンスクラブ
28 土

10：00 わくわくキッズ 18 水 10：00 ちびっこ広場

18 水 放課後 移動児童館（土方小） 13：30 一輪車クラブ 21 土 13：30 ハンドメイドB

19 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生） 25 水 10：00 ふたごの日

21 土
14：00 体操遊びクラブ（小学生）

前半：1・2年生
後半：３～６年生

27 金 10：00 ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ合同ミニ運動会
15：30 28 土  9：30 なんでもチャレンジクラブ

25 水 放課後 移動児童館（佐束小） 31 火 10：00 育児のきほん講座

27 金 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（１・２歳児）
28 土 13：20 キッズクッキング

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど
おもちゃ図書館

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

10月15日（日）ふれあい広場
参加の為お休みです。

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

10月7日（土）8日（日）は、
祭典の為
交流館、児童館は
お休みです

と　き：平成29年10月10日（火）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：�１人目妊娠中の妊婦さん
内　容：�赤ちゃんグッズを作ろう、フリートーク、絵本・手

遊びの紹介など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

にこにこたまご（妊婦さんクラブ）
申込み受付中と　き：平成29年９月10日(日） 8：45～11：00

ところ：総合福祉センターあいり～な　入口集合
対　象：3歳から小学生低学年と父親　10組（先着順）
内　容：消防署へ見学に行こう！交流館から歩いて消防署に
　　　　見学に行きます。
持ち物：水筒、汗ふきタオル、帽子
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ　申込み受付中
～消防署に行こう！～

と　き：平成29年９月16日（土）13：20～15：00
場　所：大東保健センター2階　調理室
内　容：あまやかしだんご
対　象：小学校１～６年生　20名(先着順)
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン、マスク、
　　　　ふきん2枚、手ふきタオル、持ち帰り用タッパー、
　　　　出席カード（今年初めての人は当日渡します）
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830
　　※小学生は自分で申込みしてね！

キッズクッキング
９月２日（土）9：30～　受付開始！

と　き：平成29年９月９日（土）10：00～11：30
ところ：大須賀老人福祉センター　　大広間
対　象：3歳～小学生　　15名
　　　　小学生以下の子は、お家の方と一緒に
内　容：季節の行事　お月見団子を作ります。
持ち物：参加費100円、エプロン、マスク、三角巾、
　　　　ふきん２枚、飲み物、タッパー
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965
　　※小学生は自分で申込みしてね！

わくわくキッズ　９月１日（金）16:00～　受付開始！
秋の夜長を楽しもう！お月見団子
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10月行事予定



　近年、日本各地で地震や豪雨被害が相次ぎ、被災地では災害ボランティアセンターを
立上げ、支援体制を整えています。今回の講座は、災害ボランティアを育成することを
目的として、災害ボランティアセンターの役割や、コーディネーターとして、多くの支
援者とのパイプ役・活動拠点のまとめ役となる活動を学んでいただきます。

～“あなた”にできることが必ずある～
災害ボランティアをはじめるきっかけ教室

日　時：①11月4日（土）9:00～15:20　②11月11日（土）9:00～12:00（※両日受講）
会　場：総合福祉センターあいり～な　共用会議室
内　容：避難所運営ゲーム ＨＵＧ、
　　　　ダンボールベット作成、非常食の調理など
対　象：市内在住または在勤の方 20人
持ち物：筆記用具・昼食（①のみ）
申込み：11月２日（木）まで

＊小学生ふれあい交流事業＊

サマーショートボランティア

～みんなで作ってみよう!ふくし新聞～
　8月2日(水)、あいり～なで北部小学生
ふれあい交流を開催しました。講師の藤原
末子さん・横山洋美さんから街中の福祉に
ついてお話を聞いたあと、ＵＤかるたで楽
しく福祉を勉強し、この日気付いたことを
各自新聞にまとめました。短い時間でした
が、 直 接 イ ン タ
ビューをしたり補助
具を触らせていただ
いたりと、子ども達
にとって貴重な経験
となったようです。

　夏休みを利用して、県ボランティア協会・掛川市社協共催による
サマーショートボランティア活動が行われました。この活動は、中
学生から社会人までを対象に、県内の社会福祉施設・社会教育施設
での体験を通じて、施設で働く人や施設で生活をしている人たちと
接し、生きることの尊さとボランティアや福祉に対する理解を深め
ることを目的に行われています。
　今年度は、市内20人の方が参加されました。
　参加者に話を聞いたところ、交流をする中で将来の目標を見つけ
た子、不安や失敗もあったが楽しく活動が出来ていると笑顔で話し
てくれる子など、短い期間の中でもそれぞれ得るものがある活動と
なっている様子でした。

～ZINE(ジン)を作ろう！～
　7月29日(土)、大須賀老人福祉センター
で南部小学生ふれあい交流を開催しました。
　講師のITTAさん達と共に、一人一人が
持ち寄ったお気に入りの素材を使い、世界
に1つの自分だけのZINEを作りました。み
んなおもいおもいのZINEができあがり最
後はそれを一冊にま
とめました。それぞ
れの個性を尊重し合
う事の大事さに触れ
ました。

【申込み・問合せ先】　
地域福祉係　☎22－1294　（担当：岡本、渡部）

※ ２日間の講座を修了された方へ「ふ
じのくに災害ボランティアコーディ
ネーター認定証」を発行します。

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

報告

報告
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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・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで



 
あたたかい心を

ありがとうございます
イオンタウン大須賀店様から古紙回収分として
176,351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。

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

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）※当日のみ
※初回登録時は写真持参

 1（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

祭典の為休み
15（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）
※当日のみ

 6（金）

13：00
～
16：00

20（金）

市役所大東支所1F（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） 24（火）  9：00

～
12：00

相談名 会場 相談日 時間
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）
中部ふくしあ社協（28-8546）
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

◆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29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：9月13日（水）13：30～15：00
　　　大東保健センター・調理室

（平成29年7月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊村松進
＊ユニー㈱アピタ掛川店

●寄付物品
＊市川良子（玩具）　
＊桑野美智世（タオル）
＊㈱セルフウメキ（衣類）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊南部心身障害児の放課後と
� 長期休暇を考える会（食品）

●収集物
＊高橋春香　＊山本由紀江　＊㈱セルフウメキ
＊㈱ギャバン　＊沖一化工㈲　＊中央三丁目区
＊城北地区福祉協議会　＊十王区�王寿会
＊戸塚書道皇室
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊ケアステーション明日香
＊匿名3件

運転しやすい軽自動車（全てAT車）が揃っています。
病院・施設の送迎、障害・福祉団体の行事、社会参加などにご利用いただけます。

①本所　　　　　　カ ー ゴ：定員4名（内車いす1台）
　　　　　　　　　ＡＺワゴン：定員3名（内車いす1台）
　　　　　　　　　バネット：定員6名（内車いす2台）
②中部ふくしあ　　ワゴンＲ：定員3名（内車いす1台）
③西部ふくしあ　　タ ン ト：定員3名（内車いす1台）
④大須賀ふくしあ　ワゴンＲ：定員3名（内車いす1台）
⑤大東ふくしあ　　エヴリィ：定員4名（内車いす1台）
　　　　　　　　　ハイエース：定員8名（内車いす2台）
　　　　　　　　　　　　リフト式・ストレッチャー乗車可

福祉車輌の貸出を行っています!!

社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

　車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、福祉活動の支
援に活用させていただいています。
　なお、税法上寄附金となり、税金の控除の対象となります。
ご協力お願いします。

「e～ら　ふるさとinおおすか」
� で福祉車輌の展示を行います。
日時：11月5日（日）
　　　　　　　　　　9:00～14:30
会場：掛川市役所大須賀支所周辺
内容：福祉車輌の操作方法 ミニ講座

【問合せ先】
総務係☎22－1294／または各ふくしあ
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