
　6月14日（日）総合福祉センター福祉活動館にて障がい者とのふれあいレクリエーション交
流会を開催しました。4グループに分かれてフライングディスク、スカットボールを楽しんだ
後、3B体操（ボール・ベル・ベルターを使った体操）を行いました。100名を超える参加者が、
元気に体を動かし、笑顔あふれるふれあいの機会になりました。

ふれあいレクリエーション交流会
キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
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平成27年度 ひきこもり者支援事業 
　平成26年度から掛川市社会福祉協議会は「ひきこもり者支援事業」を開始しました。今年
度は下記の通りに事業を実施しています。最初の一歩を踏み出すためのご相談、ご参加などい
つでも受け付けています。お電話お待ちしています。

○学習会・サロン○
日　時：8月9日（日）、2016年1月24日（日）　13:30～15:30
会　場：総合福祉センター「あいり～な」２階　共用会議室
対象者：当事者・家族のみ
○ひきこもり者支援啓発講演会○

講　師：藤里町社会福祉協議会　常務理事　菊池まゆみ氏
日　時：11月28日（土）　13:00～16:00（予定）
会　場：たまり～な　大研修室
対象者：市民　100名

※参加申込みはまだ開始していません。

 平成27年度　精神障害者支援事業紹介
　地域で誰もが当たり前に暮らせるようにするためには社会復帰、参加を温かく見守ってくれる
協力者が必要です。そこで下記の事業を実施していきます。ぜひ気軽にお問い合せ下さい。

○精神保健福祉講演会○
日時：8月29日（土）13:30～15:30
会場：たまり～な　大研修室
内容：ストレスをやる気に変える方法？！
講師：フジEAP事業所
　　　池田暁友氏（精神保健福祉士）
対象：一般市民100名

○精神障害者組織化支援・交流事業○
対象：精神障がい者
内容：グラウンドゴルフ、スカットボール大会
主催：３市社会福祉協議会合同開催（年１回）
　　　（掛川市、菊川市、御前崎市）

○ほっとほっとサロン○
余暇活動を支援するための交流の場

《南会場》
日　時：第２土曜日　10:00～14:30
会　場：大須賀老人福祉センター
参加費：200円

《北会場》
日　時：第３土曜日　10:00～14:30
会　場：つくし会館
参加費：200円

学童保育についてのお知らせ
　学童保育（児童健全育成事業）は市から委託を受け、放課後や学校休業日に適切な遊び、生
活の場を作り、児童の健全な育成及び保護者の就労と子育ての両立を支援することを目的とし
ています。
　掛川市社協では市内11ヶ所（中央小・中央小学習センター・西山口小・第二小・つくし・
大坂小・土方小・千浜小・佐束小・横須賀小・大渕小）の学童保育所を運営しています。
　また、今年度より下記の学童保育所では6年生までの受入もしています。

横須賀小学童保育所・千浜小学童保育所・佐束小学童保育所
　詳細につきましては、お問合せください。

問合せ先
本所：☎22-1294（担当：川又）

問合せ先　
本所：☎22-1294（担当：川又）

問合せ先　
本所：☎22-1294（担当：増田）
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福祉教育への取り組み紹介

　地区福祉協議会の設立が平成20年4月、その後平成24年4月に原田ふくし館がオープンし、活
動拠点を地区センターからふくし館へ移しました。住民が主役となる福祉活動を、ゆっくり楽し
みながら続けていくことを目標に活動しています。
　※主な活動としては、
　　○地域高齢者の各病院への送迎の為の通院車 週4回運行しています。
　　○地域高齢者サロン(元気クラブ)を毎月第3土曜日に開催しています。
　元気クラブは、毎月30名程の参加者が集まり、おしゃべり、
血圧測定・日ごろの食生活・頭と体の体操・歌などの時間を
過ごしています。ランチの時間が一番の楽しみだそうです。
時々地域の方から野菜などの差し入れもあり嬉しいです。今
後の目標として、参加高齢者の増加により受け入れが難しく
ならないよう、月1回を20人にして月2回実施できるか検討し
たいと思っています。

～原田地区福祉協議会～

次は大須賀第一地区の紹介です。お楽しみに♪

～静岡県立掛川工業高等学校～

ものづくり出前講座の様子

吹奏楽部ミニコンサートの様子

　静岡県立掛川工業高等学校では、部活動を中心にボランティア活動に
積極的に取り組み、地域に貢献するとともに奉仕の心を育んでいます。

ものづくり講座…掛工生が地域の小学生にものづくりの楽しさを伝えて
います。

機械科「空飛ぶ車いす」…不要になった車椅子を修理し、アジアの国々
に送っています。

吹奏楽部、ギター部…保育施設や福祉施設でのミニコンサートを行って
います。

少林寺拳法同好会…福祉イベントで演舞披露や交流活動を行っています。
生徒会…エコキャップ、古切手、ベルマークの回収活動を行っています。
各種ボランティア活動…小学生との交流行事、地域でのイベント補助、

地域清掃活動などに積極的に参加しています。

ご 相 談 く だ さ い
生活福祉資金貸付事業

低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対しての静岡県社会福祉協議会の
貸付制度です。他制度優先です。

善意銀行貸付
掛川市に6か月以上居住している低所得者で一時的に生活が困窮した世帯に3万円を上限に必
要金額の貸し付けを行います。

＊相談内容によっては条件により該当しない場合があります。
　来所のうえご相談ください。

問合せ先　本所　生活支援係　☎22-1294（担当：蔣
こも

野
の

、吉川）

～元気クラブの様子～
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　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。

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

4 金
11：30
16：00 おはなしタイム 1 火 10:00 つくしんぼの広場２歳児 2 水 10:00 ちびっこ広場

14:50 移動児童館（千浜小） 3 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 5 土 10：00 キッズボランティア

5 土 13:30 ダンスクラブ 4 金 10:00 お話・親子の広場 10 木  9：45
10：45 ち～ちゃいもんひよこ

9 水 10:00 らっこくらぶ（にこにこタイム） 5 土 10:00 わくわくキッズクラブ 11 金 11:00 ち～ちゃいもんうさぎＡ

11 金 14:30 移動児童館（大坂小） 9 水 10:00 すくすく広場
12 土

 9：00
10：30 ハンドメイドＡ

12 土 14:00 体操遊びクラブ（大坂小） 12 土 13:30 一輪車クラブ 13:30 ハンドメイドＢ

17 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ
生きデイさんとの交流 16 水 14:30 移動児童館（大渕小）

16 水
10:00 ちびっこ広場

18 金 11：30
16：00 おはなしタイム 18 金 14:45 移動児童館（横須賀小） 14:50 移動児童館（原田小）

24 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ 19 土 13:30 クッキングクラブ 18 金 14:45 移動児童館（原谷小）

26 土 13:30 キッズクッキング 30 水 10:00 つくしんぼの広場合同 19 土 10:00 中・高校生と赤ちゃんの
ふれあい交流事業

30 水 14:45 移動児童館（土方小） 20 日 なんでもチャレンジ

24 木 11:00 ち～ちゃいもんうさぎＢ

27 日 10:00 サンデーパパ

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。

☆休館日のお知らせ☆

9月22日（火）は
国民の休日、
23日（水）は祝日
の為休館します。

赤ちゃん親子募集！
～中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業～

キッズクッキング� 参加者募集中

９月は…
 20日（日）
 10：00～15：00

夏休みわくわく工作（幼児）� 自由参加

クッキングクラブ� 参加者募集中

と　き：平成27年９月19日(土)　10：00～11：30
（9：50受付）

ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：４ヶ月（首がすわった子）～１歳６ヶ月児とその保護者 20組

＊パパの参加も歓迎！
内　容：赤ちゃん親子と中・高校生とのふれあい交流会
　　　　（主任児童委員さんと職員がフォローします）
持ち物：アルバム、エコー写真、母子手帳など中高校生とのコ

ミュニケーションツールになるもの、赤ちゃんに必要な
物（お気に入りの玩具、飲み物、オムツなど）

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

と　き：平成27年８月28日(金)　10：00～11：00
� （受付 9：50～）
ところ：大須賀児童館　図書室
対　象：幼児親子
内　容：牛乳パックの巨大ごま　
持ち物：水筒・タオル
問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

と　き：平成27年８月22日(土)　13：30～

ところ：大東保健センター　調理室　　
対　象 ：小学生　20人（先着順）　＊自分で申し込んでね。
内　容 ：ひんやり白玉フルーツポンチ
持ち物： 参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・

ふきん２枚・手ふきタオル・飲み物・持ち帰り用容器・
出席カード（初めての子には当日渡します）

※欠席するときは必ず前日までに児童館へ連絡してね。
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎７２－７８３０

と　き：平成27年９月19日(土)　13：30～15：30
（受付13：15～）

ところ：大須賀中央公民館 　3F調理室
対　象：小学生 20人（申込制）　＊自分で申し込んでね！
内　容：パウンドケーキ
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・

ふきん２枚・タッパー・手ふきタオル・飲み物
※欠席するときは必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

4

かけがわ社協だより　平成27年８月号

９月
行事予定



募集

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

コミュニケーションのコツを学びました
　7月4日（土）総合福祉センターでボランティア養成講座として「コミュニケーション講座」を
開催しました。講師にコミュニケーションハウス代表の坂倉裕子氏をお招きし、ロールプレイを
交えた体験型の研修を行いました。
　コミュニケーションの秘訣は「あいさつ」です。
　Look（目を見て）Smile（にっこり）Talk（良い言葉で
話す）を自然な流れで行うことに心がけることや、聴き上手
になるために相手の心を受け止めて適切な言葉や姿勢を返す
ことを学びました。
　参加者からは「仕事、家庭においても役立つ内容だった」

「すぐに生活の中で実践してみたい」との感想がありました。

“赤い羽根共同募金”ありがとうございました。
　この度、赤い羽根共同募金から助成金をいただき、貸し出し用の福祉車両を購入しました。この福祉車
両は中部ふくしあに設置され、市内にお住まいの車いすを使用している方の外出を助けるために使われま
す。皆様の温かい善意に感謝いたします。ありがとうございました。

・通院、施設への送迎
・家族、友人との旅行やリフレッシュ　など

お気軽にお問合せください。
【問合せ先】　本所　生活支援係　☎22-1294
　　　　　　中部ふくしあ社協　☎28-8546

地域の担い手養成講座　つながる地域の輪づくり
「ボランティアが増えない」「同じ人が役をずっと受けている」
「若い人との接点がなかなかない」「みんな忙しくて時間がない」
こうした課題をみなさんと一緒に考える講座です。
みなさんのご参加をお待ちしています。

開催日：９月２日（水）13:30～15:30
会　場：掛川市徳育保健センター2階徳育ホール
　　　　　　　　　　　　　　（掛川市御所原9-28）
内　容：①講話「市民協働ってなんだろう？」
　　　　②「つながるワークショップ」
申込み・問合せ：本所　☎22-1294（担当：黒柳・児玉）

講師　神谷尚世 氏
（社会福祉士・NPO法人コラボりん
　湖西代表理事)
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あたたかい心を

ありがとうございます

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。

◆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28日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：８月19日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

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。

善意をありがとう （平成27年６月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊ちびやっこ　＊駄菓子やっこ

●寄付物品
＊山本光乃（玩具6種）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名5件
（玩具2件、紙コップ、切手、図書カー
ド）

●収集物
＊小野田泰雄　＊栗田五郎　＊山崎靖子　＊㈱ギャバン
＊㈱川島組　＊㈱郷土新聞社　
＊(有)エフ・ベース一級建築士事務所　＊海坂発行所
＊明社協掛川　＊掛川市勤労者協議会　＊第3地区民児協
＊掛川市亀の甲楽寿会　＊十王　王寿会　＊下俣郵便局
＊西番町　＊市役所　保健予防課・下水整備課
＊匿名13件

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）
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 6(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

13(日)
20(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 4(金)
13：00
～
16：00

18(金)
市役所大東支所1F（72-1135） 11(金)
市役所大須賀支所1F（48-5531） 25(金)

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 28(月)

 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

９
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

中遠環境保全㈱様から1,000,000円、点フレン
ド様から134,617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。

子育てサロン・サークル実践者情報交換会
　掛川児童交流館では、地域の子育て支援として、
６月30日（火）『子育てサロン・サークル実践者情
報交換会』を開催しました。日頃地域で子育てサロ
ン・サークルを運営されている８サロン・６サーク
ルの実践者が集まり、和やかな雰囲気の中、活動内
容や運営方法が紹介され、積極的な意見や質問が出
されました。交流館・サロン・サークルが横のつな
がりを深め、市全体の子育て向上のための充実した
情報交換会となりました。

～情報交換の様子～
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