
　心身に障がいを持った子どもたちが放課後や長期休暇に利用する掛川社協放課後等デイサービスでは、
夏休みに高校生と交流会を行いました。掛川東高校ではカレー作りとお茶のお点前を経験しました。一緒
に作ったカレーはとってもおいしくてみんなモリモリと食べました。掛川工業高校では、吹奏楽部による
演奏会が行われ、軽快なリズムに子どもたちも思わず身体が動いてしまいました。その後風船バレー大会
を行い、より身近な交流ができました。

掛川東高校
カレー作り&お茶のお点前

掛川東高校
カレー作り&お茶のお点前

掛川工業高校吹奏楽部演奏と交流会

掛川工業高校吹奏楽部演奏と交流会

かざぐるま・はるかぜ・みなみかぜと
� 地域の学校との交流会

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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――――  この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――



【申込み・問合せ先】
老人福祉センター山王荘
掛川市大坂2443
TEL／FAX 72-5370（担当：赤堀）
※休館日（日・祭日）の申込受付はできません。

　10月24日㈭、静岡市・グランシップにて、静岡県健康福祉大会が開催され、社会福祉の推進や健康増
進活動に功績のあった個人・団体が表彰されました。
　「60歳からの暮らし方～生涯現役で生きていくために～」をテーマに、作家の林真理子氏の講演が行わ
れました。
　当市関係の受賞者は以下の通りです。

【民生委員児童委員】
＊袴田豊昭

【社会福祉関係団体】
＊戸塚順一

【社会福祉事業協力者】
＊車椅子友の会掛川支部

静岡県知事表彰

【社会福祉事業協力者】
＊鈴木信雄　＊鈴木美和子　＊横山君代
＊久嶋勘司　＊小林由貴美　＊大倉準治
＊杉山靖枝　＊角皆佳子　　＊齋藤 毅
＊不登校を考える会掛川　　＊おかって劇団
＊手作り食品の会　　　　　＊道神六軒水曜会
＊久保ゆうゆうサロン

（敬称略・順不同）

【保護司】
＊亀井幸夫

【民生委員児童委員】
＊朝比奈仁

【地区福祉協議会】
＊南郷地区福祉協議会

【社会福祉法人･施設】
＊山﨑順子
＊松下千都子

静岡県社会福祉協議会会長表彰

キョーちゃんグラウンド・ゴルフ大会
日　　時　 12月10日（火） 9:30～12:00（9:00～受付　9:30～開会式）
※雨天延期　12月17日（火） 同上
対　　象　 どなたでも　　
場　　所　 大東総合運動場 グラウンド・ゴルフ場
参 加 費　 500円（当日集金）
試合方法　 ８ホール　４回（32ホール)
表　　彰　 優勝・準優勝・第3位・ラッキー賞
　　　　　 （賞該当者以外敢闘賞）
申込方法　 �電話またはFAXで11月末までに申し込み�

して下さい。
　　　　　 （申込事項　氏名・住所・生年月日・電話番号）
協　　力　 シニアクラブ掛川大東支部

たくさんの申し込み
待っているキョッ♪

　掛川駅や市内のショッピングセンターの店頭にて、掛川市長をはじめ多くのボランティア協力をいただ
き街頭募金活動を実施しました。
　通学中の学生さん、通勤中の方、買い物に来られた方、お忙しい時間帯にも関わらずご協力をいただき
ありがとうございました。
　寄せられた募金は、身近な地域福祉活動に役立たせていただきます。
　運動期間中、地域や学校、職場などで赤い羽根共同募金活動が行われます。皆さまの御協力をお願いい
たします。

街
頭
募
金
の
ご
報
告

■JR掛川駅前� 14,268円 ■リベロ大東店前� 17,359円

■しずてつストア掛川店前� 19,424円 ■カインズ大東店前� 12,539円

■カインズ掛川店前� 12,099円 ■ザ・ビッグ大須賀店前� 13,201円

■アピタ掛川店前� 26,265円 ■ナフコ大須賀店前� 2,242円

令和元年度　静岡県健康福祉大会

赤い羽根共同募金運動が始まりました！
運動期間：10月1日から12月31日まで

店舗のみなさま ご協力ありがとうございました。
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福祉教育への取り組み紹介

～和田岡地区～

次は曽我地区の紹介です。お楽しみに♪

　和田岡地区は掛川市の西端に位置し、人口約3,000人、65歳以上の高齢化率は27.6％と
市全体より１％程高く、５つの区から構成されています。
　地区福祉協としては、高齢者サロンとして「和会
（やわらぎかい）」「ねんりんクラブ」、子育てサロ
ンとして「親子ふれあいの部屋」そして地域出前講
座や敬老会を中心に活動しております。
　発足からまだ10年に満たない未熟な地区福祉協
議会ですが、委員20名に加えて活動を支援して頂
いているボランティアの皆様約20名で、地域の福
祉向上に力を注いでおります。

　本校では、特に４年生の総合的な学習の時間に、お年寄りや
障がいをもつ方との触れ合いを通して福祉教育を学んでいま
す。本年度は、９月に講師の方をお招きし、障がいのある生活
について話を聞いたり車いす体験をしたりしました。
　車いす操作の難しさを感じるだけでなく、障がいをもってか
らの気持ちの変化などをお聞きし、「目標に向かって努力する
ことが大切」ということをあらためて教えていただきました。
　お話を聞いて子どもたちは、障がいのあるなしに関わらず、
人への優しさやくじけない心の大切さについて考えを深めるこ
とができました。

　「かけがわキューピーおもちゃ図書館」は、障がいのある子もない子も共に育ちあい、健やかな成
長を願い、「障がいを感じることのない社会」を目ざして、今年で34年目を迎えました。これまで多
くのボランティアの皆さんに支えられ活動しています。
　おもちゃを通じて、子どもたちが遊びの楽しさを肌で感じ、子ども同士のふれあいと共に、保護者
のコミュニケーションの場所となっています。気に入ったおもちゃを借りることもできます。

開 館 日：毎月第3日曜日（10月は除く）
開館時間：午前10時から午後3時
会　　場：掛川児童交流館　プレイルーム

※�子どもだけの来館はできません。�
保護者同伴でお越しください。

【問合せ先】
　障がい者支援係　☎22－1309 （後藤・山﨑）

おもちゃ図書館

～掛川市立大坂小学校～

おもちゃの出し入れ、おもちゃの整
理、おもちゃの貸し出しお手伝い

をしてくださる方を
募集しています。

ボランティアに
参加してみませんか？

子育てで困っていることなど
お子さんを遊ばせながら

相談できます。

子育て相談員が
います。

０歳～小学生まで遊べるおもちゃが
200点以上！あります。

９月から新しい
おもちゃが仲間入り！
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12月行事予定

キッズクッキング
11月2日（土）9:30～� 申込み受付開始

クッキングクラブ
� やきいもパーティー

と　き：11月16日（土）13：30～15：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広場、芝生広場
対　象：3歳～小学生　10人（幼児は保護者同伴）
　　　　わくわくキッズ合同
内　容： 牛乳パックを使って焼き芋を 

作ります。
持ち物： 参加費100円、水筒、タオル、 

軍手、マスク、牛乳パック
申込み・問合せ先：
　大須賀児童館　☎48-5965

性教育ワーク

と　き：11月16日（土）　13:20～15:00
ところ： 大東保健センター２F　調理室
対　象：小学生１～６年生　20人（先着順） 
内　容：スウィートポテトカップ
持ち物： 参加費２00円、エプロン、三角巾、マスク、飲み

物、ふきん2枚、手ふきタオル、持ち帰り用容器、ビ
ニール袋、出席カード（初参加者には当日渡します。）

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

～科学者気分で楽しく性を学びましょう！～
と　き：11月9日（土）9：20～11：30　9：10受付
ところ：総合福祉センターあいり～な　2Ｆ教養会議室
対　象：3・4年生の児童とその保護者　30組（先着順）
　　　　＊保護者だけの参加もOKです。
内　容：わかりやすい性の話を親子で聞きます。
　　　　 9:20～ 読み聞かせ　　9:30～　子どもワーク
　　　　10:30～ 保護者向けワーク（子どもは交流館で遊びます）
持ち物：筆記用具、水筒
講　師：佐々木睦美 先生
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

2 月 13:10 ぽけっと、キョーちゃん
園訪問（土方幼）

3 火 15:00 英語であそぼう（園児）15:50
4 水 10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）

9 月
ぽけっと、キョーちゃん

13:15 園訪問（おおさかこども園）
15:30 園訪問（千浜保）

11 水 9:30 こあらくらぶ（2歳児）
10:30 うさぎくらぶ（1歳児）

13 金 放課後 移動児童館（大坂小）

17 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）
15:00 ジャンプクラブ（園児）15:50

21 土 13:20 キッズクッキング（小学生）

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

5 木 10:00 ふくしあ子育て相談
7 土 13:30 一輪車クラブ
11 水 10:00 すくすく広場
14 土 13:30 一輪車クラブ

19 木 9:30 つくしんぼの広場
合同クリスマス会

21 土 10:30 えいごでクリスマスパーティー
23 月 10:00

工作週間～～ ～
27 金 16:00
27 金 10:00 ピカピカ大作戦（お楽しみ）

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

3 火 10:00 にこにこベビーABC合同
4 水 10:00 ちびっこ広場

8 日
9:00 ハンドメイドクラブA（ひまわり）
10:30 ハンドメイドクラブA（さくら）
13:30 ハンドメイドクラブB

10 火 10:00 にこにこたまご
11 水  9:00 サークル活動の日（パンダ）
12 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ

13 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ
放課後 移動児童館（曽我小）

14 土 10:00 おもちゃ病院
18 水 10:00 ちびっこ広場
21 土 13:30 ハッピークリスマス
27 金 10:00 なんでもチャレンジクラブ

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～

手遊び・絵本の読み聞かせなど
12/24はお休みです。 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

申込み受付中

～ゆっくりママに、じっくり親子になっていこう～
と　き：11月10日（日）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム（人数により会議室）
対　象：今年度出産予定の妊産婦さん
　　　　＊日曜開催です。ぜひパパも一緒に参加してください。
内　容：『親なる』講座と絵本シアター
　　　　ふれあい歌遊び、おもちゃの紹介、フリートークなど 
申込み：来館または電話にてお願いします。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822 

プレママ集まれ！�にこにこたまご申込み受付中
申込み受付中

『警報発令時の対応について』
◎�平日・土日・長期休暇にかかわらず安全確保のた
め、来館はお控えください。
◎�児童館・交流館で行われる各行事は、警報発令及
び今後発令が予想される場合、中止になることが
あります。
※�色々な場所で地震や異常気象など災害が起きてい
ます。緊急時には保護者の方に連絡させて頂くこ
とがあります。お子さんが電話番号等連絡先を言
えるように、ご家庭で確認をしておいてください。

★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。
　支障がある方は職員までお申し出ください。

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。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

12月は…
 15日（日）
 10：00～15：00

小学生は自分で申込みしてね。※休む時は前日までに連絡してください。
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　静岡視覚特別支援学校には、社会復帰を目指す方のために、あん摩マッサージ指圧師の国家試
験の受験資格を取得するコースがあります。入学相談や、視覚障がいに関する相談を受け付けて
います。年齢に制限はありませんので、お気軽にご連絡ください。

○対象となる方　・両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の方
　　　　　　　　・視力以外の視機能障害が高度な方（視野狭窄、複視など）
　　　　　　　　・近い将来、視力が著しく減退する恐れのある方
　★授業料、教科書代、入学金などはすべて無料です。

【問合せ先】　静岡県立静岡視覚特別支援学校
　　　　　　　静岡市駿河区曲金六丁目１－５
　　　　　　☎054-283-7300　（担当：青山・仲山）

シニアクラブ掛川支部文化祭を開催します。

作 品 展　　12月2日㈪ 午後1時～12月6日㈮ 正午
　　　　　　※12月3日㈫は休館日
展示時間　　9:30～15:30
内　　容　　書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　　　演芸大会（歌の部） 12月4日㈬
　　　　　　演芸大会（舞踊その他の部） 12月5日㈭
会　　場　　22世紀の丘公園「たまり～な」

☆シニアクラブ掛川支部会員の活動の成果を是非ご覧ください。

問合せ先　　シニアクラブ掛川支部　☎24-2754

　10月17日㈭に第36回中日ボランティア賞の
贈呈式が開催され、掛川からは「掛川観光ボラ
ンティアガイド（猫の手の会）」が受賞されまし
た。掛川の良さを伝えたいとの思いから、平成
12年に発足。以降、案内ガイドを継続されて
います。
　「来年で発足20周年。ボランティアとして協
力してくれる方を募集しています。」と代表の
粂田さんが語ってくれました。

令和２年度　静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科　入学者募集

『中途で視力が低下された方、御相談ください』

第36回中日ボランティア賞
掛川観光ボランティアガイド「猫の手の会」受賞
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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。

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
※第二日曜は女性優先
※�登録は写真持参でご本人
がお越しください。

 1（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 8（日）

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）

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

12
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和元年９月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊掛川市歌謡連盟
＊積水ハウス㈱ 静岡工場

イベント実行委員会

●寄付物品
＊榑松雅晃（画用紙）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊ダイナム静岡掛川店（文房具他）
＊匿名２件（タオル、介護用品）

●寄付物品（フード）
＊山脇たか子（米）
＊匿名1件（だし）

●収集物
＊曽根まつ江　＊山本利幸　＊沖一化工㈲
＊大東苑　＊十王いきいきクラブ
＊第二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
＊市役所 福祉課　＊匿名5件

◆認知症の家族を介護されている方のためのサロン◆

「笑顔のつどい」南北会場
合同開催&見学会のご案内

日時：11月27日㈬ 13:30～15:00
会場：あいり～な２階・小会議室
※大東・大須賀支所からバス送迎あります。

日時　12月7日㈯ 13:00～16:30
会場　掛川市総合福祉センター２階・教養会議室
対象　どなたでも（高齢者、障がい者の方及びその家族）
内容　 誰もが安心して暮らせる社会のための制

度について紹介します！
　　　・成年後見制度の紹介
　　　・掛川市成年後見利用促進状況と支援機関
　　　・終活のススメ（相続・遺言・任意後見）
※上記内容に関する無料相談会も併せて実施。
　事前申込不要、直接会場にお越しください。

【問合せ先】　 成年後見センター・リーガルサポート
静岡支部　静岡県司法書士会内

　　　　　　☎054-289-3999

掛川相談所の登録者 男性100名　女性37名　計137名
 （9月末現在）
平成30年度結婚成立（掛川） 男性  7名　女性 6名　計 13名
四市一町（掛川・菊川・袋井・磐田・森町）共同事業です。

【登録条件】
　掛川市内在住か勤務
　またはご実家が市内にあり親兄弟が居住している方。
【持 ち 物】
　一人で写っているスナップ写真、顔写真付きの身分証

総合福祉センター
東館1階

0537-23-3036
（開催日当日のみ）

毎月第1・2・3日曜日
（第2は女性優先）
受付13：00～15：30
（祝日はお休み）

登録、相談はご本人にてお願いします。
予約不要です。相談日に直接会場に
お越しください。

【問合せ先】生活支援係　☎22-1294
 （担当：藤田・森下）　

相談・登録・紹介は無料、プライバシー厳守
結婚を考えている方、ぜひご利用ください。

掛川市結婚相談所高齢者・障がい者のための
相談会・公開講座

社会福祉士
・

� 司法書士
による

6

かけがわ社協だより　令和元年11月号

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。


