
新春✤大型オセロゲーム大会

　去る１月５日、社協放課後等デイサービス「はるかぜ・かざぐるま・みなみかぜ」では、あ
いり～な体育館にて、３事業所合同でオセロ大会を行いました。事業所が揃っての活動は、初
の試みで、ゲームはもちろんのこと、応援合戦も盛り上がりました。終了後には、おやつのお
しるこをみんなで一緒にいただきました。詳しくは、ホームページにてご覧ください。

放課後等デイサービス　３事業所対抗!!

＊参加利用者＊
は る か ぜ：13人
かざぐるま：３人
みなみかぜ：12人

キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
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TEL ２２－１２９４
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掛川市三俣620
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事業種別（対象別） 件　数 金　額
高 齢 者 事 業 66件 1,334 000円
障がい児・者事業 19件 589,000円
児童・青少年事業 15件 300,000円

合　　計 100件 2,223,000円

このように使わせていただきました。 助成総額4,960,000円
①お見舞の助成 ②福祉事業への助成

世帯の種別 配分世帯数 金　額
母 子 父 子 世 帯 56件 846,000円
高齢者世帯（独居含） 90件 1,182,000円
障 が い 者 世 帯 36件 493,000円
そ の 他 の 世 帯 15件 216,000円

合　　計 197件 2,737,000円

▲連合静岡　　　　　　　　　
東遠地域協議会のみなさま

▲矢崎部品㈱大東工場全矢崎労働組合大東支部
　大浜工場全矢崎労働組合大浜支部のみなさま

▲シニアクラブ　　　　
掛川支部のみなさま

▲大東明るい社会づくり運動
　推進協議会のみなさま　　

▲明るい社会づくり運動静岡県
　掛川地区協議会のみなさま　

　「つながりささえあうみんなの地域づくり」をスローガンに今年度も12月1日から31日まで実
施しました。みなさまからご協力いただいた募金は、全額を静岡県共同募金会（県共同募金会）
へ送金しました。そして、改めて県共同募金会から受けとった助成金を、掛川市内の生活にお困
りな方へのお見舞金や、福祉団体・ボランティア団体等が年末年始に行う福祉事業に助成させて
いただきました。
　募金総額と助成総額との差額につきましては、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業費と掛
川市共同募金委員会事務費として県共同募金会から助成されます。温かな支え合いの気持ちをあ
りがとうございました。

� 募金総額　8,098,946円
募金種別 募金額 ご協力していただいた方法
戸別募金 5,971,685円 各世帯に封筒募金としてご協力いただきました
街頭募金 1,305,969円 団体や学生の皆さんにご協力いただきました

篤志家・団体 821,292円 社協にお届けいただきました

歳末たすけあい募金運動報告
ご協力ありがとうございました。
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風の家
クリスマス交流会
　日頃外出の少ない障がい者の方たちの外出・レクリ
エーションの機会となり、とても楽しい時間となりま
した。
　ボランティアとも交流ができ、有意義な１日を過ご
すことができました。
　ありがとうございました。

助成団体から、「ありがとうメッセージ」が届きました！

かつらがおか�なかよしサロン
かつらがおか なかよしサロンクリスマス会
　就園前の子どもと親及び高齢者とボランティアが交
流して、楽しく１日を過ごすことができました。
　これも温かい善意の寄付をしてくださった方のおか
げであると感謝申し上げます。

薗ヶ谷いきいきクラブ
もちつき大会
　「もちつき」を通じて子どもからお年寄りまで地区
民が一同に会し、有意義な１日を過ごすことができま
した。
　温かい善意の寄付をしてくださり本当にありがとう
ございました。

川原町わかばの会
川原町わかばの会交流会
　善意ある皆さまのおかげで、高齢者と一緒に食事を
しながら会話を楽しみ、有意義なひとときを過ごすこ
とができました。
　本当に感謝しています。ありがとうございました。

～掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進事業第２次募集助成結果～
○城 西 白 寿 会：低座椅子20脚（40,000円）
○二　瀬　川　区：レクリエーション用品（58,000円）
○ぽっぽ屋原谷会：無人駅舎清掃用具一式（68,000円）
○国浜区福祉員会：レクリエーション用品（46,000円）
○シニアクラブ三笠地区
　　構江いつき会：プロジェクター（69,000円）

⎫
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎭

《合計》
　５件　281,000円
　 以上の地区へ助成させて

いただきました。
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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

6 火
10：00 ぱんだくらぶ（0歳児）

1 木 10：00 つくしんぼ合同 1 木
 9：45 ち～ちゃいもんひよこＡ

A15：00
B15：50 英語であそぼう（幼児） ふくしあ子育て相談 10：45 ち～ちゃいもんひよこＢ

7 水 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（1・2歳児）
3 土 13：30 一輪車クラブ 2 金

 9：45 ち～ちゃいもんうさぎＡ
8 木 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（1・2歳児） （あいり～な 福祉活動館） 10：45 ち～ちゃいもんうさぎＢ

10 土
体操遊びクラブ（小学生）

4 日 10：00 一輪車クラブ 4 日 10：00 交流館まつり
14：00 前半：１・２年生 （交流館まつり参加） 7 水 10：00 ちびっこ広場
15：30 後半：３～６年生 7 水 10：00 すくすく広場

10 土
 9：30 なんでもチャレンジクラブ

15 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）
10 土

10：00 わくわくキッズ終了式 10：00 おもちゃ病院
17 土 13：20 キッズクッキング（小学生） 13：30 作って遊ぼう 14 水 10：00 ちびっこ広場

27 火 13：30 卓球大会
17 土

 9：00 ハンドメイドＡ（ゆき）
10：30 ハンドメイドＡ（さくら）
13：30 ハンドメイドＢ

23 金 10：00 囲碁体験教室
25 日 10：00 ふたごの日

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
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
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。　　

３月は…
 18日（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」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。

と　き：平成30年2月18日（日）10：00～11：30
ところ：総合福祉センターあいり～な　２Ｆ共用会議室
対　象：３歳～小学校低学年と父親　先着10組
内　容：3月4日（日）に行われる交流館まつりの準備をします。
　　　　 ポップコーン屋さんの練習や、看板作りなど親子で

楽しく活動しましょう！味見もできるかも！
　　　　※ 当日『サンデーパパのポップコーン屋さん』とし

て参加して下さる方を大募集！！
持ち物：一家族50円、水筒、手ふきタオル
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ ～交流館まつりの準備をしよう！～� 申込み受付中

と　き：平成30年2月3日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
対　象：小学校１～６年生　20名（先着順）
内　容：ミルクフォンダンショコラ
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（今年度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� 申込み受付中

と　き：平成30年2月17日（土）10：00～12：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：3歳から小学生 15名（未就学児は、お家の方と一緒に）
内　容：ひし餅作り
持ち物：参加費100円、水筒、エプロン、三角巾、マスク、
　　　　ふきん２枚、手ふきタオル、タッパー
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965
　　※休む時は前日までに児童館へ連絡して下さい。

作って遊ぼう ひし餅をつくろう！� 2/3（土）9時から申込み開始

と　き：平成30年2月18日（日）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室　※日曜開催になりました
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30年2月24日（土）10：00～12：00
ところ：大東保健センター2階　調理室
対　象：小学校１～６年生　20名（先着順）
内　容：そば打ち体験
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、お箸
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。
　　＊2月17日（土）受付締め切り！

そば打ち体験� 2月3日～ 受付開始！

と　き：平成30年3月27日（火）13：30～
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
対　象：小学生・中学生・シニア（大人） 
内　容：小・中・シニア（大人）によるトーナメント制
持ち物：参加費 大人300円、小・中学生100円、水筒、タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

卓球にチャレンジ！「卓球大会」�申込み受付中
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　12月23日（祝・土）に青年ボランティア育成事業「宅配サ
ンタinかけがわ」を実施しました。高校生19人と一般ボラン
ティア７人がグループに分かれて掛川市内のサンタに来てほ
しいお宅を訪問しました。
　可愛いらしいサンタがお家に現れて、嬉しくてはしゃぐ子
や戸惑って泣いてしまった子もいました。サンタの手からプ
レゼントをもらって、温かな気持ちが伝わってくれたのなら
大成功！！参加者からは、「両親のお子さんへの愛情が伝わっ
てきた」「不安だったけれど子ども達や家族の嬉しそうな顔
を見たら嬉しくなった」「また機会があれば参加したい」な
どの声をいただきました。
　掛川市社会福祉協議会では今後もボランテイア育成のため
の事業を進めていきたいと思います。

☆☆ お家にサンタがやってきた! ☆☆

ひきこもり者支援事業について
　現在静岡県内では約7,000世帯がひきこもり者を抱えているとされ、掛川市内でも多くの
世帯がひきこもり者を抱えていることが考えられます。社協としては、下記の事業を実施し
ております。お気軽にお問い合せください。

ひきこもり者居場所支援事業
「就労はまだ…でも誰かと関わりたい。自宅
以外の居場所が欲しい。」という当事者のみ
を対象とした居場所を地域若者サポートス
テーションかけがわと共催で開催しています。
日　時：毎月第４水曜日13時30分～16時
会　場：総合福祉センター 東館1階相談室
内　容： 読書や手芸等自分の好きなこと、ボ

ランティア活動、個別相談
　　　　※詳細はお問い合せください。

当事者・家族学習会 サロン
当事者家族のみを対象に、ひきこもりに
ついての学習、悩みを共有、情報交換を
する等のサロン活動を行っています。
※ おしゃべり会はサロン活動のみで学習会はあり

ません。会場、時間は学習会サロンと同様です。

〈学習会〉
　日時：平成30年２月24日、３月24日
　　　　　 13時30分～15時30分
　会場：総合福祉センター 共用会議室
〈おしゃべり会〉
　開催日：平成30年１月27日

ひきこもり者支援啓発講演会
当事者家族が安心して地域生活を送るために
は、専門機関だけでなく地域住民の理解も不
可欠です。本講演会は市民を対象として、理
解啓発活動を行い、誰もが暮らしやすい地域
の実現を目指しています。

【問合せ先】地域福祉係
　　　　　　☎22-1294（担当：川又）

※ 各ふくしあも問合せ先となっ
ています。

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

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

報告
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掛川市社会福祉協議会「賛助会員・団体施設会員」
加入していただき、ありがとうございました。

ご協力いただきました会費は、地域福祉の推進のため有効に活用させていただきます。

※5,000円以上の賛助会費を納入いただいた方を順序不同、敬称略で掲載させていただいています。
� （平成30年１月４日現在）

● 賛助会員 ●

・㈱杏林堂薬局・合葉かね子・㈱アクセス・㈱浅岡工業・渥美正直（渥美会計士）・真如寺 足立哲彦・天野百々香
・耳鼻咽喉科村上医院・池端産業㈱・㈲石川自動車・松本敏春・井田貞鳳・伊藤巌・中遠化学 小林好見・鈴木一政
・伊村義孝・㈱北陽・兼子昌己・魚友㈲・魚寿石川寿・キャタレント・ジャパン㈱・（医）宇野会 宇野浩之
・掛川モータース・NECプラットフォームズ㈱・大川原淳哲・（医）好生会小笠病院・松浦梱包輸送㈱
・大浜給食協同組合・小関亥五武・㈲オカザキ・小笠原哲夫、まち子・㈱かねも・大雲院・小野クリニック 小野七生
・佐次本邦兵・㈱尾崎工務店・小澤幸子・小笠原加工㈱・大場行男・落合登・掛川市農業協同組合・掛川市部課長会
・掛川信用金庫・㈲掛川製作所・㈲山友工業・掛川茶商協同組合・シーンプロジェクト㈲・㈱掛川平和商会
・㈲風間新聞店・㈱勝又商店掛川支店・加藤勝男・加藤正智税理士事務所・鶴田智行・㈱鳥よし商店・㈲神谷新聞店
・黒田正史・医療法人（社団） 川口会・㈱川島組・㈱コプレック・（医）社団順仁会きたはらクリニック
・協和水道㈱掛川営業所・久保田康徳・染葉充之㈲一乳・倉元みつ江・掛川グリーンヒルカントリークラブ
・くわたか自動車・小柳満夫・近藤歯科医院 近藤均・松浦哲二・㈱三善・吉岡クリニック 吉岡邦晃・㈲久田瓦店
・佐々木製茶㈱・宗教法人寶住寺 佐々木宏道・佐藤亘亮・鈴木保男・佐野医院 佐野克行・㈱三宝園 田旗桂太
・セブンイレブン上張店・静岡資材㈱掛川販売支店・㈱静岡茶通信販売センター・清水澄子・宗教法人 春林院
・白木由高・㈱新開トランスポートシステムズ・榛葉恵子・鈴木製機㈱・㈱榛葉鉄工所・榛葉正志・榛葉よね
・榛葉隆二・榛村純一・㈱大石種苗店・関本悦子・㈱倉石・杉山武・正願寺 中村宏人・渡辺孝次・榛村辰之
・松下文子・宗教法人 永江院・天理教薫遠州分教会 福島修一・㈲大東新聞センター・田辺明・中遠環境保全㈱
・松浦博・山田和己・㈱中遠電気・㈱トダックス・㈱中村香緑園 中村一彦・㈱マツイ健設・袴田豊昭・大島宣義
・平井順策・㈱平野工業・㈱藤田鉄工所・㈱富士薬品・松井洋治・植田ゆきえ・武州総合サービス㈱静岡営業所
・武州総合サービス静岡㈱・増本常夫・水野徳義・水野幸雄・（医）ハート会 ながおか内科
・㈱マルコポーロジャポン代表取締役 影山淳・もちや 鈴木定雄・㈱松下組・松下廣子・松山光志
・㈲マルテ伊藤削節店 伊藤修一・丸堀製茶㈱・丸松興事㈱・丸山製茶㈱・丸山文男
・ビューティーエバ ヘアメイクアップアートBOY・三笠運輸㈱・三ツ井張次郎・㈱ミナミ・宮澤稔行
・中部電力㈱掛川営業所・山本清一・民生委員児童委員協議会・さんさい工房 村松謙一・森田菊司・山崎和則
・山崎勝敏・植田喜文・ヤマハモーターパワープロダクツ㈱・横井脩二・横井義子・馨敏郎
・三浦菜美子（三浦歯科医院）・宗教法人龍登院 川口素見・リンナイテクニカ㈱・第６地区民生委員児委員協議会
・明るい社会づくり運動静岡県掛川協議会

● 施設会員 ●

・（福）掛川芙蓉会・エバーグリーン掛川・（医）好生会さわや家
・（福）聖母福祉会掛川聖マリア保育園・（福）ねむの木学園 星に祈る
・（福）ねむの木学園 やさしい家・（福）ねむの木学園感謝の心・清流苑
・（福）掛川厚生会 こども広場あんり幼保園・掛川工房つつじ・（福）天竜厚生会 さやの家
・くにやす苑・神子の園（医療法人学修会）・宮脇デイサービスセンター
・メンタルサポートみこち・Ｍネット東遠・ケアホームぬくとんぼ・ひだまり保育園
・訪問看護ステーション掛川・訪問看護ステーション大東・デイサービスきたはら
・おおすか苑・おおすか苑デイサービスセンター・マザーズ長谷壱番館
・ＪＡデイサービス大城・山崎デイサービス・特定非営利法人�風の家

ご協力、ありがとう
ございます。
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福祉教育への取り組み紹介

～千浜西地区福祉協議会～

次は西郷地区の紹介です。お楽しみに♪

～掛川市立第二小学校～
　５年生は、総合の学習で「福祉」をテーマに学んでいます。
　「だれもが幸せに生活できる社会」について考え、調べたり体験したりしています。
　その中で、２つの活動を紹介します。

　千浜西福祉委員会では、年２回のふれあ
い交流会、いきいきサロンを区長をはじめ
とした地区役員と協力して開催しています。
　今年度から福祉委員にブロック長が新た
に加わり、今まで以上に福祉について活発
に意見交換が出来る様になりました。
　また、現在見守りネットワーク組織立上
げに向けて、検討を行っています。地区の
皆様が安心して暮らせる様、このような活
動をこれからも続けていきたいと考えてい
ます。

【 さやのもり園児との交流 】
７／13（木）
グループで遊びを考え準備し、当日は楽し
い時間を過ごしました。

【 横山さんをお招きしての体験学習 】
11／16（木）
介助の仕方について、体験を交えながら教
えていただきました。

第13回 掛川市社会福祉大会のご案内

※地区福祉協議会（34地区）の活動掲示、福祉施設の販売コーナー（パンやクッキー等）もあります

会場 掛川市生涯学習センター　ホール
（掛川市御所原17－1）

とき 平成30年２月17日（土）
午後１時～４時（開場：午後０時30分）

〈記念講演〉

良い介護とは頑張らない介護である
講師　社会福祉法人 ｢緑成会｣ 特別参与

野原すみれ 氏

♪歌や体操、ゲームをして楽しんでいます♪
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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。

 
あたたかい心を

ありがとうございます
　南遠環境保全㈱様から100,000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。

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
※第二日曜日は女性のみ

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

11（日）
18（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

 2（金）

13：00
～
16：00

16（金）
30（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約22-1309：本所） 27（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

3
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：２月23日（金）　13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：２月14日（水）　13：30～15：00
　　　大須賀支所２階・会議室

（平成29年12月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊掛川タクシー㈱＊佐々木製茶㈱＊養護老人ホームききょう荘
＊掛川市グラウンドゴルフ協会 掛川支部＊掛川市グラウンドゴルフ協会 大須賀支部
＊静岡福祉協力会＊掛川市子ども会連合会 大須賀地区会
＊第26回JA夢咲大城フェスティバル＊大東市民交流センター＊匿名２件
　 　
●寄付物品
＊山脇たか子（食品）＊山本由紀江（食品）＊高橋昭賢（絵本）
＊ベースキャンプ（文房具）＊塩町永楽クラブ（タオル）＊沢上町自治会（食品）
＊掛川茶商組合（お茶）＊ヤマハ労働組合掛川支部女性部（タオル他）
＊中部電力検針員（タオル他）＊静岡県退職公務員連盟小笠支部（タオル）
＊第五地区民生委員児童委員協議会（食品）＊匿名５件（食品、衣類他）

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。

●収集物
＊榑林麻須美＊葉佐英貴＊戸塚一夫＊縣正子
＊沖一化工㈲＊インフラテック㈱静岡営業所
＊㈱ギャバン＊ききょう荘＊十九首 憩会
＊十王区 王寿会＊ほほえみ桜会＊城西 白寿会
＊戸塚書道教室＊掛川市勤労者協議会
＊静岡福祉協会＊西山口地区福祉協議会
＊西郷地区福祉協議会＊上内田地区福祉協議会
＊掛川市立土方小学校
＊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＊匿名６件

＊交流館まつり＊
●日時：３月４日（日）　10：00～14：00
●会場：掛川市総合福祉センターあいり～な
　　　　児童交流館、福祉活動館、駐車場

☆遊びのコーナー
☆工作コーナー
☆飲食コーナー
☆ポイントラリー　など楽しいこといっぱい

※�詳しい内容は交流館だより
２月号をご覧ください。

乗り物大集合‼
ミニ新幹線やはたらく車がやってくる！
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