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「ふくしの心」
を育む
お手伝いをします
社協では市内の学校や地域を対象
に福祉教育を推進しています。
市内の当事者ゲストさんに生活についてお話いただいたり、体験活動を行ったり
することを通じて、地域に暮らす様々な人と「ともに生きる力」を育むことを大切
にしています。
――――

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 ――――

かけがわ社協だより

令和２年６月号

みんなであそびにきてね♪

かけがわキューピー

おもちゃ図書館

おもちゃ図書館とは・・
おもちゃ図書館は、いろいろなおもちゃで遊ぶことを通して、障がいのある
子もない子も共に育ち合う場として開催しています。

★たくさんのおもちゃがあり、好きなおもちゃで遊ぶことができます。
（貸出は一家族３点まで）
★借りたいおもちゃを借りることができます。
次回の開催日に返却してください。

★遊び方や子育ての相談ができます。
子育て相談員がいます。予約は不要です。

開催日：毎月第３日曜日 10:00～15:00 （10月はお休み）
場 所：掛川市総合福祉センター３F（あいりーな）
掛川児童交流館 プレイルーム
【問合せ先】
障害者支援係
☎22-1309
※開催当日は「掛川児童交流館」にお問合せください。
掛川児童交流館 ☎24-0822

来館の様子

新型コロナウイルスの影響により行事や開館の日程が変更する可能性があります。詳細は各館
のおたより、掛川市社会福祉協議会のホームページ、掛川市子育て情報サイト「かけっこ」等
で確認することができます。

ひきこもり者支援事業「フリースペース」
掛川市社会福祉協議会では、地域若者サポートス
テーションかけがわと共催で、ひきこもり者支援と
して、毎月1回居場所を開設しています。
「居場所がない」「ともだちに会いたくない」でも、
「誰かと話したい」と感じている方の参加をお待ち
しています。

開催日：毎月第4水曜日
13：30～16：00
会 場：掛川市総合福祉センターあいり～な東館
内 容：お茶、おしゃべり、ゲーム など
※別室にて個別相談も受付します
【問合せ先】 地域福祉係

☎22-1294（担当：萩原・堀場）
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チ情報
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見えなくても援助を必要とする方がいます。
「ヘルプマーク」は、内部障害や難病の方、精神障害、知的障害、
または妊娠初期の方など、外見ではわからない方が支援や配慮を必要
としていることを知らせることで支援を得やすくなるよう、作成され
たマークです。「ヘルプマーク」を身に着けた方を見かけた場合は、
電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、
思いやりのある行動をお願いします。
掛川市では市役所内、南部大須賀ふくしあ、南部大東ふくしあ、徳
育保健センターで配布をしています。

福祉教育への取り組み紹介

～静岡県立掛川東高等学校～

掛川東高校では、委員会や部活動でボランティア活動を行うとともに選択授業で福祉を
学ぶことができます。

部活動

福祉委員会

福祉の授業

ボランティア部では
日々、青少年赤十字活
動、病院ボランティア
活動を行っています。
他の部活動でも障害者
との交流や地域の行事
に協力するなど、積極
的に活動しています。

古切手等の収集物回
収・募金活動を通じて生
徒一人一人が福祉に対す
る意識を高めています。
各クラスでボランティア
の周知を行い、個人での
活動の参加促進にも一役
買っています。

福祉全般の学習をする中で外部講師を招いた
講義や施設見学等も行うことで、より具体的な
福祉の現状を知ることが出来ます。

～佐束地区まちづくり協議会福祉部～
佐束は大東地区の北部、菊川市と旧掛川市に隣接したところにあり、風光明媚で穏やかなと
ころです。福祉部は佐束地区まちづくり協議会に所属し、民生児童委員や日赤奉仕団等と共に
活動を行っています。
毎年盛大に行われる敬老会は、まちづくり協議会委員全員参加の最大メインイベントとなっ
ています。各地区子ども会によるダンスや歌、地区有志
による演芸、城東中学校吹奏楽部の演奏などが行われま
す。そして、全員参加による城東音頭、佐束音頭を踊り
お開きとなります。毎年、多くの方に楽しんでいただい
ています。
新しい取り組みとして、生活支援車両運行委員会を立
ち上げ、本年度中の運行を目指しています。

♪敬老会での佐束音頭♪
次は掛川第三地区の紹介です。お楽しみに♪
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大東児童館

（大東保健センター 2階）
TEL 72－7830

時間を楽しもう！
ち
おう

大須賀児童館

（大須賀老人福祉センター
TEL 48－5965

2階）

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

＊運動不足解消！「だいすきキョーちゃん」をおうちで踊ろう♪
希望者には「だいすきキョーちゃん」のCDを無料でプレゼントします。
お近くの館までお問合せください。
お手本やPVを観たい人は
で「だいすきキョーちゃん」と検索してね。

＊保護者向け
＊こどもむけ

あそびのタネだより
あそべるおたより を発行しています。

（市・社協HP、市役所、徳育、社協入口等で配布中。希望者にはFAXや郵送
することもできます）

＊交流館公式ラインのタイムラインで手遊びや工作、遊びを紹介
リクエストの受付は電話やメールからお願いします。
開館情報や行事のお知らせ等も行ないます。
QRコードから友達追加をお願いします。

…新型コロナウイルスへの不安

「ファミリーフォトコンテスト」開催

 児童館・交流館の職員に話してみませんか…

～おうち時間＝かけがえのない家族時間～

・外出自粛でお家時間を過ごしている保護者の皆さん
・いつもと違った生活に不安を感じている子どもたち

たっぷりおうち時間がある今家族写真を撮りま
しょう。
コロナウイルスも吹き飛ばす、笑顔いっぱいの
家族写真をお待ちしています！
例えば…

話を聞いてくれる人はいますか？
ストレスや不安感の解消、気分転換に職員とお話
しましょう！お近くの館に気軽に電話してくださいね。



掛川児童交流館 ☎０７０-２６３２-８８０９
＊交流館のみ相談専用ダイヤルがあります。
（火～日 9:00～16:30）

＊大東児童館、大須賀児童館は上に記載の番号にお
かけください。
（月～土 9:00～16:30）

《大東児童館臨時職員募集 急募！》
勤務時間：月～土曜日 8：30～17：15
（常勤：週休は日曜+シフト休）
勤務内容：行事の企画・運営、来館者の対応、事務作業など
◎土曜勤務可能な方
◎要資格（保育士/幼/小/中教員免許/社会福祉士いずれか）

明るく子ども好きな方、お待ちしています！
詳しくは社会福祉協議会・掛川児童交流館へお問合せ下さい。

・家族でゲームや体操
・普段はできない寝相アート
・みんなでキョーちゃんポーズ
・ハロウィンじゃないけど家族で仮装

等々

みなさんから寄せられた写真は社協だより８月
号の表紙になります。応募者多数の場合はこちら
で選ばせて頂き、掲載できなかった分はフェイス
ブックやおたよりにて紹介させて頂きます。
【応募期間】6月30日（火）まで
【対
象】ど なたでも（被写体は子どものみで
もOKです）
【応募方法】下 記メールまたはお近くの館にお持
ちください。メールの場合は本文に
代表者氏名、連絡先、地区名の記入
をお願いします。
メール：jidou-kouryu@kakegawa-syakyo.or.jp

★新型コロナウイルスの影響により行事や開館の日程が変更する可能性があります。詳細は各館のおたより、掛川市社会福祉協議
会のホームページ、掛川市子育て情報サイト「かけっこ」等で確認することができます。
★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。
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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

はじめてみませんか？ボランティア
「ボランティアに興味はあるけれど、どうすれば参加できるの？」
と悩んでいる方へ、どんな活動があるのか、どこに相談できるの
か等の疑問にお答えします。お気軽にお問合せください。
社協ホームページやSNSでの情報発信に加え、各ふくしあにて、
右のような施設ボランティア・特技ボランティア冊子の配布をし
ております。
各種冊子への情報掲載希望も随時受付けております。
【問合せ先】
地域福祉係 ☎22-1294
※現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティア受入れを
（担当：小柳・馬淵・萩原）
お断りさせていただくことがございます。ご了承ください。

ボランティア団体紹介

よみきかせ会 ひまわり

子どもたちが、ひまわりのように陽に向かってまっすぐ、たくましく育つように…と名
付けられたよみきかせ会ひまわり。1981年に発足し、今年5月に活動40年目を迎えます。
主な活動は、毎週水曜日に掛川市立中央図書館で行っている、よみきかせと季節の工作
やゲームなど。図書館での活動回数は発足以来1873回にもわたります。依頼があれば、
小学校や保育園、地域のサロンも訪れます。メンバーは10～80代までの21名。中には親
子で活動している方もいます。絵画や音楽、折り紙や執筆等メンバーの得意なことは様々
です。個々の特技を生かして、日々子どもたちに本や遊びの楽しさを伝えています。
代表の和田さんは「活動を始めて30年以上。いろい
ろな人とのつながり、生きる姿勢を教わる。それがひ
まわり会の醍醐味。」と語ってくれました。また、「掛
川が住みやすい街になるように一緒に活動してくださ
る方を歓迎します。」と呼びかけ、今日も活動を続け
ています。

令和元年度
～ ご協力
ありがとうございました～
収集物集計結果 
市民のみなさまには、昨年度も大変多くの収
集物をお寄せいただきありがとうございました。
いただいた収集物は収集物整理ボランティア
「金の砂」の会員により丁寧に整理された後、
市内の社会福祉活動へと活用させていただいて
おります。
今年度も引き続きご協力お願いいたします。

内

容

数 量 ・金 額

ベ ル マ ー ク

枚 数 132,059枚
点 数
268,677点

古

１ ㎏
64 ㎏

切

手

テレフォンカード

使用済
未使用

7,000枚
約448,000枚
3,315円
161,400円

社協だより5月号掲載の「中高生ふれあい交流事業」及び「第39回サマーショートボランティア」は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止することとなりました。ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
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社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
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。

賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

ご近所との
トラブル

あなたの心配ごとはなんですか？
夫婦関係の
悩み

家庭内の
いざこざ

借金整理
など

老後の心配

心配ごと相談
相談は無料です。一人で悩まず相談してください。
現在の相談員は、学識経験者、司法書士、民生委員です。一緒に考えましょう。
日程、会場など詳細はこのページの下部「相談日のご案内」をご覧ください。
【問合せ先】生活支援係 ☎22-1294（担当：藤田・森下）

新型コロナウイルス感染者拡大防止のための事業等の延期・中止について
新型コロナウイルス感染者拡大防止の為、本誌掲載の事業等を延期又は中止する場合がご
ざいます。
各事業の詳細は社協ホームページを御確認くださいますようお願い申しあげます。

●寄付金
＊掛川市日赤奉仕団

善意をありがとう
＊匿名2件

●寄付物品
＊佐野（折り紙） ＊掛川市日赤奉仕団（タオル）
＊匿名4件（タオル、絵本、布マスク、介護用品）
●寄付物品（フード）
＊柴田貞雄（米）＊匿名1件（食品）

相談名

月の相談日のご案内

７

結 婚 相 談

心 配 ご と
相
談

会場
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。

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

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。

相談日

時間

5（日） 13：00
～
12（日） 16：00
19（日）

15：30
（受付終了
）

3（金）
17（金） 13：00
～
31（金） 16：00

市役所大東支所1F（72-1135） 10
（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531）

（令和2年4月分）※順不同敬称略

●収集物
＊岡田力 ＊相澤しのぶ ＊近藤光博 ＊榛葉進 ＊刀根常雄
＊㈱ギャバン ＊沖一化工㈲ ＊大東苑 ＊さやの家
＊第三地区民生員児童員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会 ＊十王いきいきクラブ
＊中部ふくしあ ＊福祉課

休み

15：30
（受付終了
）

相談名

会場

相談日

時間

本所（22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
福祉総合相談 中部ふくしあ社協（28-8546）
介 護 者 相 談 西部ふくしあ社協（29-6192）
ボランティア相談 南部大東ふくしあ社協（72-1135） 月～金
9：00
～
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）（祝日を
除く） 17：00
ボランティアセンター（24-6263）

子育て相談

本所（22-1309）
随時受付
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