
　去る７月６日（土）に老人福祉センター山王荘にて、「第２回キョーちゃん囲碁大会」が行われました。
小学生と女性を含む、44人の方が参加をし、クラス別にて対局に臨みました。真剣なまなざしで対局
され会場には碁石が碁盤におかれる音のみが響いていました。

白黒決める真剣勝負!

キョーちゃん
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第15回掛川市ふれあい広場
協力企業募集

社会貢献をはじめるきっかけとして
「ふれあい広場」に参加してみませんか？

ふれあい広場とは誰もが気軽に参加できる福祉のイベントです。
住民が「福祉」に関する学びや体験をする場、地域に住む人と人
との出会いの場を提供することを目的に、毎年開催しています。

日　時：令和元年10月20日（日）� 10：00～14：30
会　場：掛川市生涯学習センター

こんな方法でご協力いただけませんか？

①ボランティア
前日準備、当日の運営を
お手伝いしてくださる方
を募集しています。

②掲示物の提供
「企業の社会貢献紹介コーナー」
を設置しています。
貴社で実施されている活動を地域
の皆さんに紹介してみませんか？

③寄付金・寄付物品
寄付金や来場者用の景品を募集
しています。
【例】�ジュース、お菓子、文房

具、玩具、防災グッズなど

申込み・問合せ先　地域福祉係　☎22-1294 担当：小柳・馬淵

団　　体　　名 決定額 申 請 内 容
掛川市視覚障がい者の会
｢ホワイト☆ステッキ｣ 49,000円 医療講演会

西南郷地区福祉協議会　久保ゆうゆうサロン 20,000円 輪投げ用具整備
掛川市シニアクラブ神代地「皆楽会」 65,000円 調理機器整備事業（電子レンジ購入）
十九首区　五節句の会　輪投げクラブ 20,000円 輪投げ用具整備
特定非営利活動法人　人とペットの暮らしを育む会
ナームハート 100,000円 災害時ペット同行避難訓練訪問事業

秋葉通り区老人会 高齢者いきいきサロン 83,000円 ブローゴルフ用具整備
西郷地区まちづくり協議会

「子育てサロンぶらんこ」 100,000円 遊具整備事業（エッグクッション購入）

日坂地区福祉協議会 　22,000円 レクリエーション機器整備事業
（マグネット吹き矢用具購入）

シニアクラブ西町寿会 20,000円 輪投げ用具整備事業

喜町区 62,000円 レクリエーション機器整備事業
（スカットボール購入）

新町区 62,000円 レクリエーション機器整備事業
（スカットボール購入）

令和元年度 第１次赤い羽根共同募金助成団体決定報告
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
厳正なる審査の結果、掛川市の下記団体への助成が決定致しました。

赤い羽根共同募金は地域福祉促進のため、身近な地域で活用させていただいております

（第２次募集も計画しております。）

企業や労働組合の皆様の
　　で

掛川市に元気を！！

協力
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福祉教育への取り組み紹介

次回は大坂地区の紹介です。お楽しみに♪

～粟本地区まちづくり協議会福祉部～

「主体的に集団や社会に関わり、社会に役立つ生き方を目指す生徒の育
成」を目指して体験活動や交流活動を行っています。

＜一部一ボランティア＞　
　部活動ごと年に一回以上地域のボランティア活動に参加しています。
清掃活動やイベントなどに参加し、地域の方たちと一緒に活動を行いま
す。この活動を通して、地域の一員であることを自覚し、地域のために
貢献できる生徒を育てています。
＜委員会活動＞
　月に２回エコキャップとベルマークを回収しています。集めたエコ
キャップは、毎年１年生が福祉体験学習で行く、浜松市にある天竜厚生
会に寄贈しています。学校全体で活発に活動を行い、生徒一人ひとりが
福祉に対する意識を高めています。

　茶のみやカフェは認知症の方、そのご家族や友人、地域の方、だれもが気軽に参加できます。
コーヒーやお茶を飲みながら、自由にゆっくり自分の話をすることができる場所です。
　市内では掛川市立中央図書館（城下店）と大東苑（大東なかよし店）で毎月実施しています。

　参加者の方からは「こうやってみんなと笑いあえるのがい
いね」とお声をいただいています。帰り際
「また来月ね」と声をかけあう姿が見られ
とても嬉しく思います。
　是非、みなさんもお越しください。
【問合せ先】掛川市役所 長寿推進課
� 予防支援係　☎21-1142

一膳会 2018年9月2日
介護予防講話

2018年11月4日
先輩地区民のつどい

毎月第２火曜日と最終金曜
日、サロン参加者全員で昼食
を作る、手遊びやゲームなど
を行い楽しんでいます。

健康寿命（健康に生活できる
期間）を伸ばすために体を動
かしながら簡単な運動、介護
予防のポイントを学びました。

先輩地区民（シニアクラブ）
のみなさんがカラオケ、舞踊
などの芸能発表で交流・親睦
を深めました。

～桜が丘中学校～

茶のみやCafé はじめました

大東なかよし店より
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９月行事予定

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 15:00 英語であそぼう（園児） 4 水 10:00 つくしんぼの広場（生きディ交流） 3 火 10:45 にこにこベビー(掛川東高校)
15:50 5 木 10:00 ふくしあ子育て相談 4 水 10:00 ちびっこ広場

11 水 10:00 こあらくらぶ・うさぎくらぶ（生きディ交流） 7 土 10:00 わくわくキッズ 7 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
放課後 移動児童館（千浜小） 作ってあそぼう合同 8 日 �9:15 サンデーパパ（消防署見学）

12 木 10:10 赤ちゃんふれあい交流（ぱんだくらぶと高校生） 11 水 10:00 すくすく広場 10 火 10:00 にこにこたまご

17 火
10:00 ぱんだくらぶ（０歳児） 12 木 10:00 赤ちゃんふれあい交流（すくすく広場と高校生） 12 木 �9:45 ち～ちゃいもんひよこＡ
15:00 ジャンプクラブ（園児） 14 土 13:30 一輪車クラブ 10:45 ち～ちゃいもんひよこＢ
15:50 18 水 14:30 移動児童館（横須賀小） 13 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎＡ（生きデイ交流）

20 金 �9:10 赤ちゃんふれあい交流（ぱんだくらぶと高校生） 20 金 10:00 赤ちゃんふれあい交流（すくすく広場と高校生）

14 土

�9:00 ハンドメイドクラブＡ（ひまわり）
放課後 移動児童館（大坂小） 26 木 10:00 つくしんぼの広場合同（アイク） 10:30 ハンドメイドクラブＡ（さくら）

21 土 13:20 キッズクッキング 28 土 10:00 クッキングクラブ 13:30 ハンドメイドクラブＢ

25 水
�9:30 こあらくらぶ（2歳児） 13:30 一輪車クラブ 10:00 おもちゃ病院
10:30 うさぎくらぶ（1歳児） 18 水 10:00 ちびっこ広場
放課後 移動児童館（土方小） 20 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎB（生きデイ交流）

25 水 放課後 移動児童館（倉真小）

26 木 �9:45 ち～ちゃいもんひよこＡ
10:45 ち～ちゃいもんひよこＢ

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

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。　

９月は…
 15日（日）
 10：00～15：00

と　き：8月24日(土)10：00～11：30
ところ：総合福祉センター　2F教養会議室
対　象：小学生　25人(先着順)
� ※保護者、兄弟姉妹の参加もOKです。未就学児は保護者同伴。
内　容：�常葉大学附属菊川中・高校生が、おもしろい実

験や工作を教えてくれます。
・分光器（蛍光灯で虹が見られるよ）・ミニ空気砲
・浮沈子（上がって下がって水中エレベーター）・スライム

持ち物：参加費200円、作品を入れる袋、水筒
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

常葉サイエンス

と　き：8月25日（日）10：00～11：00（出入り自由）
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム�
対　象：ふたご・みつご親子（年齢は問いません）

※小学生以上のお子さんは、ママだけの参加もＯＫです！
内　容：友達づくり、フリートーク、手遊び、読み聞かせ　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 

ふたごの日

★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：8月5日(月)～10日（土）10：00～16：00
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
対　象：幼児から小学生
　　　　（未就学児は保護者同伴でお願いします）
内　容：クラフト貯金箱、キョーちゃんこま（どちらも数に限りがあります）
持ち物：水筒、タオル�
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

作ってあそぼう（わくわくキッズ）
8月31日（土）9：00～申込み受付開始

～ゆっくりママに、じっくり親子になっていこう～
と　き：8月10日（土）13：30～14：30
ところ：掛川児童交流館　会議室�
対　象：妊婦さん（ぜひご夫婦で参加してください）�
内　容：「親なる」講座と絵本シアター
　　　　友達づくり、フリートーク、絵本・手遊びの紹介　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 

にこにこたまご

と　き：9月7日（土）10：00～11：30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広場
対　象：幼児から小学生　10人
　　　　（未就学児は保護者同伴でお願いします）
　　　　わくわくキッズの会員も参加します。
内　容：スノードーム作り
持ち物：�水筒、手ふきタオル、ふたつき空きビン（250㎖くらいの大き

さ）、ビンに入れたい物�（ビンに入る大きさの人形やビーズなど）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

「工作しゅうかん」8/5～10まで

申込み受付中

申込み受付中

申込み受付中

○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い。
みんな
児童館・交流館に
遊びにきてキョ
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キッズクッキング
８月１日（木）9:30～申込み受付開始

と　き：8月24日(土)13：20～15：00
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学生1～6年生　20人(先着順)
内　容：ポークピカタバーガー
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



　昨今、多くの自然災害が頻発しており、各地では社会福祉協議会が中心と
なり、災害ボランティアセンターを立上げ、多くの方が被災地の復興支援を
行っています。

　今回の訓練では、センター立上げから３日目を想定して、実際にどのような活動の流れが
あるのか等、市民のみなさんと協働し体験していただきます。

日　時：9月1日（日）9:30～12:00（受付：9:15～）
場　所：掛川市生涯学習センター
対　象：防災に興味のある方ならばどなたでも
締　切：8月23日（金）
申込み：地域福祉係　☎22-1294（担当：小柳）

災害ボランティアセンター立上げ訓練参加者募集

中学生ふれあい交流事業

音楽の力　体感してみませんか？
日時：8月21日（水）　9:35～12:00
場　所：ウェルくさぶえ（大渕4405-1）
内　容：�音楽療法についてのお話、障がいの

ある方との歌や楽器の交流
　　　　※詳細はお問合せください。
持ち物：�筆記用具、飲み物、スリッパ
　　　　�楽器をお持ちの方はご持参ください
対　象：市内中学生1年～3年生
　　　　（定員10人）

＊送迎バス時刻表＊

行　　き 帰　　り

8 : 45 総合福祉
センター 11 : 25 ウェル

くさぶえ
9 : 15 大東支所 11 : 30 大東支所

9 : 20 ウェル
くさぶえ 12 : 00 総合福祉

センター

【申込み・問合せ先】
� 地域福祉係　☎ 22-1294
� （担当：馬淵 ･小柳）

募集

同行援護従事者募集
（ガイドヘルパー）

対象　�69歳までの、同行援護一般課程修了者（ガイド
ヘルパー資格）

内容　�視覚障害者の外出支援…通院、買い物、散歩など
時給　�1200円～＋手当あり
※勤務時間・勤務日については、お問合せください

【申込み・問合せ先】
� 障害者支援係　☎22-1309（担当：黒田・大矢）
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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。

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

9
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和元年6月分）※順不同敬称略

◆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：８月23日（金）　13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：８月７日（水）　13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

誰もが安心して暮らすことができる地域づくり
～家事支援活動でつながる地域～

●寄付金
＊中遠環境保全㈱
＊匿名1件

●寄付物品
＊小林純一　（炊飯器）
＊西中学校（車いす）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲
　（焼き菓子）
＊匿名3件（タオル、介護用品
　自転車）

●寄付物品（フード）
＊熊谷篤（食品）
＊山脇たか子（白米）

●収集物
＊倉元みつ江　＊青山俊夫
＊寺田雅志　＊和田とし子
＊名倉さだ子　＊鈴木雅子
＊松浦悦子　＊川村保　
＊神谷昭代

＊ウエルシア上西郷店　＊沖一化工㈲
＊ヤマハ労働組合 掛川支部　＊丸山製茶
＊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
＊十王いきいきクラブ　＊大東支所 地域支援係
＊匿名2件

日　　時：9月5日（木）　13：30～15：30
会　　場：掛川市文化会館　シオーネ
講　　師：芳川地区社会福祉協議会　家事支援部（浜松市）
　　　　　浜松市社会福祉協議会　南区コミュニティソーシャルワーカー
対　　象：市民　120名
参 加 費：無料
申込み先：地域福祉係　☎22-1294

高齢化も進み生活課題も幅広くなっています。今回は、地域で家事支援の活動をされている地区のお話をききます。

 
あたたかい心を

ありがとうございます
中遠環境保全㈱様から1,000,000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。
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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。


