
＊第９回シニアクラブ掛川 輪投げ大会＊

　去る9月15日、南体育館「し～すぽ」にて、第９回シニ
アクラブ輪投げ大会が開催されました。
　「健康の増進」の一環として、31チーム186人の選手が
参加し、会員相互の親睦を図りながらも、日頃の練習の成
果を発揮した熱戦が繰り広げられました。
　上位２チームが県老連主催の輪投げ大会へ出場します！

～ 輪投げ大会結果 ～
優　勝　掛川支部八坂楽寿会
準優勝　掛川支部亀の甲楽寿会B
３　位　大東支部国浜しおさいクラブA
　　　　大東支部三井シニアクラブB
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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

11月号
No.146

平成29年11月１日発行

社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

――――  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 ――――



　全国から延べ1,057人の大
学の先生・専門職・地域ボラ
ンティア実践者・地域福祉を
学んでいる大学生等が掛川市
に集い、セミナーを開催しま
した。
　３日間を通じて、掛川市の
様々な分野の地域福祉実践者
から取り組みを聞き、これか
らの地域福祉実践について学
び考える会となりました。
　全体や分科会での講話、実
際の現場に出かけるフィール
ドワーク、小グループでのディ
スカッションと内容の濃い、
有意義な時間を過ごしました。

【保護司】
＊小柳津保美　＊川下敏雄

【社会福祉法人･施設】
＊松浦佳恵　＊栗田弘実
＊長谷川薫　＊佐藤亜紀

【社会福祉協議会】
＊岡本諭美子　＊大矢華織
＊春田篤志

【社会福祉事業協力者・団体】
＊小林 豊　＊菅沼孝行　＊富川美春　
＊熊切信子　＊水島延子　＊永井茂光　
＊森田菊司　＊喫茶・ハーモニカの会　
＊南郷地区福祉協議会児童福祉部すくすく広場
＊城西区いきいきサロン　＊カレンの会

【静岡県共同募金会優良団体】
＊掛川市グラウンド・ゴルフ協会

第23回 地域福祉実践研究セミナーを開催しました!!
（8月31日～9月2日）

平成29年度　静岡県福祉大会開催
　10月25日㈬、静岡県コンベンションアーツセンター グランシップにて、平成29年度静岡県健康
福祉大会が開催されました。
　「自分を支える心の技法」をテーマに、精神科医の名越康文氏の講演を受けた後、式典では、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。
　当市関係の受賞者は以下の通りです。（敬称略・順不同）

２日目　市内へのフィールドワーク

３日目　大日本報徳社大講堂での全体共有

１日目　生涯学習センター大ホールでの全体会

２日目　市内5会場でのワークショップ
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福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立佐束小学校～
学校外の様々な人々と直接関わる中で、相手の立場を考えて言動に移す思いやり
の心と実行する力を育てていきたいと考え、体験活動や交流活動を行っています。

【福祉集会】４～６年生
　毎年４～６年生を対象に開いています。本年度は聴覚にハンディのあ
る方をお招きし、その生き方を学んだり自分にできることを考えたりし
ました。
【幼稚園児との交流】
　幼稚園の子が喜んでくれるようにと、相手を思いやる姿がたくさん見
られました。
【環境委員会】
　「アルミ缶回収で得たお金で車椅子をプレゼントしよう」という目標
を立て、アルミ缶を回収しています。その日に集まった数や持ってきた
人数を昼の放送で紹介し、全校児童の福祉に対する意識を高めています。

～倉真地区福祉協議会～

次は千浜東地区の紹介です。お楽しみに♪

　倉真地区福祉協議会では、小さい子どもからお年寄りまで幅広くふれあう事が出来るよう、
様々な活動を繰り広げています。
　子育てサロン「子ぶたのしっぽ」では、いきいきサロン「笑輪会」より2人のおじいちゃ
ん講師をお招きし、一緒にペーパークラフトバッグを作りました。
　食推協では、毎年夏休みに小学生
を対象として、お料理教室を開催し、
地区や年齢の枠を超えて交流を楽し
んでいます。
　8月には、倉真地区ふれあいグラ
ウンドゴルフ交流会を計画・開催し
ました。次は何を企画しようか楽し
みです。

　10月１日から赤い羽根共同募金が始まりました。
　掛川駅や大型ショッピングセンターの店頭をお借りして、副市長をはじめたくさんの方々と一緒に共
同募金運動のＰＲと募金活動を行いました。
　この募金は掛川市が良くなるための優しい活動です。皆さまの心温まるご協力をお願いいたします。

【街頭募金のご報告】
ＪＲ掛川駅 17,825円
しずてつストア掛川店前 23,536円
カインズホーム掛川店前 14,821円
アピタ掛川店前 14,797円
リベロ大東店前 13,444円
カインズホーム大東店前 8,074円
ザ・ビック大須賀店前 15,098円
ナフコ大須賀店前 9,790円

平成29年10月1日～3月31日 運動期間

赤い羽根共同募金運動がスタートしました！

ペーパークラフトバッグ作りお料理教室
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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

5 火
10：00 ぱんだくらぶ（0歳児） 2 土 10:00 作って遊ぼう 2 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
15:00
15:50 英語であそぼう（幼児） 6 水 10:00 すくすく広場 6 水 10:00 ちびっこ広場

6 水 放課後 移動児童館（土方小） 9 土 13:30 一輪車クラブ 9 土 10:00 おもちゃ病院
8 金 放課後 移動児童館（大坂小） 13 水 10:00 つくしんぼ合同クリスマス

10 日
10:00 にこにこたまご

9 土 13:20 キッズクッキング（小学生） 16 土 10:00 わくわくクリスマス 14:30 全国訪問おはなし隊
12 火 10:30 キョーちゃん園訪問（中幼） 27 水 10:00 わくわくキッズ 14 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ
14 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ 15 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ

16 土

10:00 ダンスクラブ
16 土

 9:00
10:30
13:30

ハンドメイドA（ゆき）
ハンドメイドA（さくら）
ハンドメイドB体操遊びクラブ（小学生）

14:00 前半：1・2年生 17 日 10:00 ミュージッククラブ
15:30 後半：3～6年生 20 水 10:00 ちびっこ広場

21 木 18:00 ドッジボールクラブ
24 日 13:30

クリスマス会
サンデーパパ

27 水 10:00 年末ピカピカ大作戦

★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。

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

と　き：平成29年11月19日（日）10：00～11：30
ところ：福祉活動館（体育館）　
対　象：3歳から小学生低学年と父親　
内　容：段ボール転がし、玉入れ、おかし食い競争など。
持ち物：参加費200円、体育館シューズ、汗ふきタオル、水筒
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

サンデーパパ　パパとミニ運動会

と　き：平成29年12月17日（日）10：00～11：00
ところ：児童交流館　会議室　
対　象：小学生　※12月24日（日）に参加できる人に限ります！
内　容：ハンドベルを演奏して、クリスマス会を盛り上げよう。
　　　　本番に向けて練習をします。
持ち物：水筒
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822
　※小学生は自分で申込みしてね！

ミュージッククラブinクリスマス

キッズクッキング
11/11（土）9:30～申込み受付開始

と　き：平成29年11月25日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター2階　調理室
内　容：アップルポテトホイルケーキ
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・問合わせ先：大東児童館　☎72-7830
　　※小学生は自分で申し込みしてね！

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。　　

12月は…
 17日（日）
 10：00～15：00

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と　き：平成29年11月5日（日）9：00～14：30
ところ：大須賀老人福祉センター、大須賀児童館
対　象：どなたでも（内容によって、年齢制限あり）

※小学生以下の子は、お家の方と一緒に
内　容：�工作コーナー（飛び跳ねるキョーちゃん・紙コップフリスビー）
　　　　遊びコーナー（お菓子釣り・ひもくじ）
　　　　子ども会フリーマーケット、駄菓子やっこさんも来ます。
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

「児童館まつり」　ℯ～ら ふるさと in おおすか

と　き：平成29年11月18日（土）10：00～11：30
ところ：大須賀児童館　老人福祉センター　大広間
対　象：3歳~小学生　15名
内　容：五平餅を作ります。
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。待ってます。

※小学生以下の子は、
� お家の方と一緒に

クッキングクラブ～五平餅を作ろう！～
11/1（水）16:00～申込み受付開始

申込み
受付中！

申込み
受付中！

4

かけがわ社協だより　平成29年11月

12月行事予定



手
作
り
の
お
み
や
げ
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
！

宅配サンタinかけがわ ～一緒に素敵なクリスマスを演出してみませんか？～
☆★サンタ姿の青年ボランティアがお宅にプレゼントをお届けします★☆

サンタにプレゼントを届けてほしいお宅 ＆ 青年ボランティア募集！！

日　時 内　容

① 12月3日（日）
9:00～11:30

説明会
準備

② 12月16日（土）
9:00～11:30

地図確認
準備

③ 12月23日（土）
16:30～21:00

プレゼント宅配
反省会

参加条件：15歳～33歳位の方（※高校生以上）
募　　集：サンタボランティア／運転ボランティア
� 合計20人
募集開始：10月30日（月） 9:00から

宅配日：12月23日(土・祝)17:30～20:30
応募条件：市内のお宅であること
　　　　　未就学のお子さんがいること
　　　　　当日ご自宅にいること
　　　　　プレゼントは応募者側でご用意下さい
募　　集：先着20軒
募集開始：10月30日（月） 9:00から

サンタボランティア募集 プレゼントを届けて欲しいお宅募集

【申込み・問合せ先】
　地域福祉係　☎22-1294（担当：岡本、渡部）

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

　心身障害児の学童保育、放課後等デイサー
ビスセンター「はるかぜ」「かざぐるま」「み
なみかぜ」は、夏休みの長期休暇に一日を通
して遊びや福祉バスでの外出、ボランティア
など様々な活動を行いながら経験を積み重ね
ています。活動の一つとして、掛川東高校や
掛川工業高校と交流をしました。一緒にカ
レーを作ったり吹奏楽の演奏を聴いたりしな
がら同年代の方たちと関わる機会を設けてい
ます。地域の中でお互いに接点を持って生活
に活かしていける活動を展開していきたいで
す。

夏休みに高校生と交流しました!!

お し ら せ
赤ちゃん親子集まれ‼

日程：11月12日（日）
時間：10:00～11:30（受付9:50～）
場所：掛川児童交流館
内容：中・高校生と赤ちゃん親子

との交流
対象：4ヶ月～1歳6ヶ月児と�

保護者、妊婦さんもOK
【申込み・問合せ先】
掛川児童交流館　☎24－0822　

横須賀高校の保育選択の生徒さんと大東ぱんだくらぶ・大須賀すくすく
広場のおともだちと交流しました！

み
んな

 ニコ
ニコ え・が・お☆

赤ちゃんふれあい交流事業  in 大須賀児童館
 （9/25・29）
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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
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 3（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

10（日）
17（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

 1（金）

13：00
～
16：00

15（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  8（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約22-1309：本所） 26（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

1２
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：11月24日（金）　13：30～15：00
　　　あいり～な 2階・小会議室
南部：11月 ８ 日（水）　13：30～15：00
　　　大東支所 3階・会議室

（平成29年9月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊熊谷二三
＊ブリヂストンエラステック労働組合
＊掛川市歌謡連盟
＊匿名１件

●寄付物品
＊國府五月（文具）
＊榑松雅晃（タオル）
＊熊谷篤（タオル）
＊山脇たか子（食品）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名３件（介護用品他）

●収集物
＊高橋春香　＊沖一化工㈲
＊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
＊大東苑　＊戸塚書道教室　＊十王区王寿会
＊匿名2件

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。

《お詫びと訂正》
社協だより9月号 P6 「善意をありがとう●収
集物」の欄で、「戸塚書道皇室」と記載をし
ましたが、正しくは「戸塚書道教室」でした。
お詫びして訂正いたします。

日　時：12月4日（月）13:00～
　　　　12月8日（金）12:00まで
　　※5日（火）は休館日※
内　容：書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　演芸大会（歌の部）／ 6日（水）
　　　　演芸大会（舞踊その他）／ 7日（木）
　☆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☆　

会　場：22世紀の丘公園
　　　　コミュニティセンター「たまり～な」
問合せ：シニアクラブ掛川支部事務局
　　　　☎24-2754

日　時：平成30年3月9日（金）
場　所：よみうりカントリークラブ
後　援：掛川市、掛川市社会福祉協議会
会　費：500円（掛川支部会員以外は1,000円）
プレー代：特別料金 8,290円
� （70歳以上は利用税免除）
ルール：ダブルぺリア方式　6インチOK
� （70歳以上はゴールドティー、80歳以上・
�  女性はレディースティー使用可）
締切り：12月11日（月）※先着80名
　　　　単位クラブ会長に会費を添えて申込み
問合せ：シニアクラブ掛川支部事務局
　　　　☎24-2754

シニアクラブ掛川支部（第1回）ゴルフ大会シニアクラブ掛川支部文化祭
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