
　生きがいデイサービスは、高齢者の介護予防の申請をされていない方を対象に、生きがいを持ち健康
づくりを推進できる活動を行っています。
　脳トレや折り紙、室内ゲーム、歌、軽い体操など楽しみつつ生き生きと活動しています。大勢で食べ
る昼食時も楽しみのひとつです。
� 問合せ先　掛川市社会福祉協議会　東部生きデイ ☎21-6660　　大東生きデイ ☎72-5370
� 桜木生きデイ ☎21-1815　大須賀生きデイ ☎48-5965

やったぁ 完成したよ♪

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

６月号

No.165

令和元年６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 ――――



かけがわキューピーおもちゃ図書館

対局方法　　�ハンディ戦（1段級差1子、互い戦6目半コミダシ、置き石上限9目）
　　　　　　段級位クラス戦
表　　彰　　クラスごと優勝・準優勝　　他（賞品あり）
募集人数　　50人
※申し込みの際に、①名前　②住所　③連絡先　④段級位 をお伝えください。
申込期限　　6月22日（土）
協　　力　　山王荘
　　　　　　大東囲碁クラブ

相談できる個室
スペースを作り
ました！

　「おもちゃ図書館」ってなあに？ 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。^ ^

◇開館日・時間　毎月第３日曜日　10：00～15：00
◇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　掛川市社会福祉協議会　障害者支援係
　　　　　☎22-1309
　　　　開催当日は掛川児童交流館へ
　　　　　☎24-0822

【申込み・問合せ先】
　老人福祉センター山王荘
　　掛川市大坂2443　☎0537-72-5370
　※日・祝休み� （担当：赤堀）

　おもちゃを借りることができます。
　楽しいおもちゃや気にいったおもちゃは借り
て帰ることができます。（次回の開館日（1ヶ
月後）に返却してください）

　 子育ての不安や悩み、お子さんの成長の
ことも相談できます。お子さんを遊ばせ
ながらお話できます。

　子育て相談員がいます。予約は不要です。

指定管理事業　　
掛川市社会福祉協議会
老人福祉センター山王荘　主催

第2回�山王荘キョーちゃん囲碁大会
令和元年度

日　　時　　7月6日（土）　9:00～15:30（9:00～ 受付／9:30～ 開会式）
場　　所　　老人福祉センター山王荘（大坂2443）
対　　象　　掛川市及び近隣の市町在住者
参 加 費　　1,500円、女性・学生1,000円（当日集金）
　　　　　　（お弁当・飲み物・参加賞あり）
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福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立西高等学校～
　掛川西高校では、部活動単位で地域清掃や交流などのボランティア活
動を行っております。
◆ギター部

　社会福祉法人草笛の会主催「地域交流『天下一部道会』ライブ」
に参加し、会場設営の手伝いや演奏などを行いました。多くの方に
笑顔を届けられる演奏を目指して日々練習に励んでいます。
◆音楽部

　掛川特別支援学校で開催された「ふれあいフェスタ」に参加しま
した。 受付や販売、演目のお手伝いや、音楽部と吹奏楽部による
コラボステージをお届けしました。一緒に歌を歌ったり曲に合わせ
た振り付けを踊ったりと、楽しい時間を共有することができました。

　掛川西高校はこれからも部活動単位だけでなく、個人単位でも積極的
にボランティア活動に参加し、お世話になっている地域の皆様に感謝の
気持ちを届けられるよう努力していきます。

次は上内田地区の紹介です。お楽しみに♪

～桜木地区福祉協議会～
　桜木地区福祉協議会管内の平成30年4月現在の世帯数は4,257
戸、人口11,596人と世帯数及び人口とも掛川市全体の約1割を
占めている住環境地域でありますが、65歳以上の高齢者人口は
2,620人（高齢化率22.6％＝約4.4人に1人）と我が地域も少子高
齢化と独居世帯の波が押し寄せているように思われます。
　さて、当協議会は、区長・小区長・民生児童委員・シニアクラ
ブ代表・地区福祉委員・保護司・まちづくり協議会会長等・保健委員代表・サポート部員の総勢

113名と住民の皆様のご協力により、少しでも人生の生きが
いを見つけて、安心安全の生活を送れるよう各種事業を展開
しております。「心と体の健康・出会いを求めて・・・笑顔
の絶えない地域・家庭づくり」

おかあさん・

　おとうさん
ひとりで悩まないで
　楽しく子育てしようよ♪

掛川市社会福祉協議会は子育てを応援しています
児童発達相談員派遣事業とは（市委託事業）
◉「在宅訪問」（未就学児対象）
　児童発達相談支援員が家庭に訪問し、玩具や生活用品
を使って遊びながら子どもとの関わり方を実践し、発達
を促していきます。また育児の相談にのっていきます。

◉「おやこ たけのこ教室」（1～3歳児対象）
　保健師さんから紹介された親子対象に、親子で楽しみ
ながら経験を積んでいく教室です。

問合せ先　子育て相談支援員　山崎・後藤　☎ 22-1309
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７月行事予定

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 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）
15:00

英語であそぼう（園児）
15:50

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

10 水  9:30
10:00

こあらくらぶ（2歳児）
うさぎくらぶ（1歳児）
トイレトレーニング講座

16 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

20 土 13:20 キッズクッキング
26 金 13:30 夏まつり

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

1 月 10:00
七夕しゅうかん～ ～ ～

6 土 16:00

3 水 10:00
すくすく広場
ふくしあ子育て相談

4 木
 9:30 つくしんぼの広場２歳児
10:15 つくしんぼの広場１歳児

6 土
10:00

わくわくキッズ・一輪車クラブ
お楽しみ流しそうめん

13:30 一輪車クラブ

11 木 10:00
つくしんぼの広場2歳児
つくしんぼの広場1歳児
合同プール

12 金 19:00 子ども会理事会
13 土 13:30 一輪車クラブ

27 土
10:00 作ってあそぼう
13:30 クッキングクラブ

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

2 火 10:00 双子の会
3 水 10:00 ちびっこ広場

4 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

5 金
 9:45 ち～ちゃいもんうさぎA
10:45 ち～ちゃいもんうさぎB

6 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
7 日 10:00 サンデーパパ

9 火
 9:45 にこにこベビーA
10:45 にこにこベビーB

10 水 10:00 にこにこたまご
12 金 放課後 移動児童館（曽我小）

13 土

 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
10:00 おもちゃ病院

17 水 10:00 ちびっこ広場

18 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

19 金
 9:45 ち～ちゃいもんうさぎA
10:45 ち～ちゃいもんうさぎB

27 土 13:30 夏まつり

30 火
10:00 夏休み工作（小学生）
13:30 わくわく工作（どなたでも）

31 水
10:00 夏休み工作（幼児～）
10:00 囲碁体験教室
13:30 わくわく広場

と　き：令和元年６月22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)　申込み制
　　　　　　※自分で申し込んでね。
内　容：カレーパン＆ココアスティック
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。）
※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

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。

７月は…
 21日（日）
 10：00～15:00

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

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

と　き：令和元年6月29日(土)10:00～11:30（9：45～受付）
ところ：中央公民館　調理室
対　象：小中学生20名　※自分で申し込んでね。
内　容： 何ができるかお楽しみ★ヒント：うさぎ、にんじん、ドラえもん!?
　　　　気になった人は問合わせしてみよう！！
持ち物：参加費200円、水筒、エプロン、三角巾、タオル、
            ふきん2枚、マスク、タッパー
※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

と　き：令和元年7月7日(日)10:00～12:00
ところ：福祉活動館(体育館)付近
対　象：小学生未満の子どもと父親　　10組(先着順) 
　　　　※兄弟や母親の参加もOKです
内　容：プールで水遊び、トロピカルジュース作り
持ち物： 参加費(1家族100円)、水着(乳児は水遊び用パンツ)、

大人は濡れても良い服装、帽子、タオル(体拭き・手
拭き用)、着替え、水筒

※来館または電話にて受付けます。
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

クッキングクラブ申し込み受付中
～わくわくおやつづくり～

キッズクッキング
6月8日（土）9：３０～申込み受付開始

サンデーパパ～水遊び～
6月１6日(日) ９: ００～申込み受付開始

～今年も暑い夏が来た！ パパと夏を楽しもう～
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みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

★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。



　社協ボランティアセンターでは、ボランティ
アに関する情報の提供及び相談受付を随時行っ
ています。
　社協HPや SNSでの情報発信に加え、各ふ
くしあで右のような施設ボランティア冊子・特
技ボランティア冊子の配布をしております。
　『ボランティアをやってみたい！』『興味があ
るけど、どんなボランティアがあるのかわから
ない』等ありましたらお気軽にお問合せくださ
い。各種冊子への情報掲載希望も随時受付けて
おります。

⃝�以前点訳ボランティアや点訳サークル等の活動を経験したことがある方
⃝�点字に興味があり、これから点訳を学んでくださる気持ちのある方

是非ご連絡ください。

～ボランティア相談事業について～

ボランティアで点訳に協力くださる方を
探しています。

ふくしのプチ情
報 『耳マーク』知っていますか？

【問合せ先】　地域福祉係　☎22-1294
� （担当：小柳、馬淵）

【問合せ先】　地域福祉係　☎22-1294
� （担当：小柳、馬淵）

　「聞こえない、聞こえにくい」ことは、見た目ではわかりません。
　このマークは、聞こえが不自由なことを表すとともに聞こえない
人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
右のような耳マークカードを提示されたら、
・手招きして呼ぶ
・筆談する
・少し大きめの声で話す
・ゆっくり話す　　　　　などその人に合った配慮をお願いします。

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

募集

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

　掛川市社会福祉協議会では、目の不自由な方に「点字」を使って情報を伝える
「点訳ボランティア」として活動してくださる方を募集しています。
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♪在宅介護者の会・会員募集中♪

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
※第二日曜日は女性優先
※�登録は写真持参でご本人
がお越しください

 7（日）
13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

14（日）

21（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

 5（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

19（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 12（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 26（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

７
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

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 （平成31年4月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊掛川市弥生町11組
＊掛川市歌謡連盟
＊カサブランカ　笠原明
＊曹洞宗寺族　摩耶の会

●寄付物品
＊笠原千春（絵本）　＊山田恵美子（衛生用品）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲（焼き菓子）
＊手話サークル太陽の会掛川夜例会
� （TV、DVDデッキ）
＊掛川市赤十字奉仕団（タオル）
＊横須賀高等学校（絵本）
＊危機管理課（粉ミルク）
＊匿名1件（お箸）

●寄付物品（フード）
＊匿名2件（カップ麺等）

●収集物
＊浅岡芳男　＊寺田智弘　＊橋本久子　＊弓桁久則
＊沖一化工㈲　＊倉真女性部　
＊つくしなかよし広場　＊ケアステーション明日香
＊NPO法人風の家　＊十王いきいきクラブ
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊匿名1件

◆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

南北会場合同開催 ＆ 見学会
日　時：6月28日（金）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。

平成30年度1年間に受付しました
当会に対する苦情件数を
報告いたします。
●苦情受付件数　7件
　職員に対して…3件
　福祉サービス･社協事業に対して…4件

　寄せられた苦情は、苦情解決第三者委員
報告会にて報告し、適切な対応の仕方や再
発防止へ向けて、外部識者からのアドバイスを
いただきました。
　社協では、皆様からの声を真摯に受け止め、
より良い福祉サービスの提供・地域福祉の推
進に努めてまいります。

【申込み・問合せ先】
　中部ふくしあ　☎28-8546（担当 :後藤）

◆家族介護支援事業◆
介　護　教　室

介護のポイントを学ぼう！
日　　時：6月26日（水）　13:30～15:00
会　　場：総合福祉センター2階　共用会議室
講　　師：訪問看護ステーション大東�看護師
対　　象：介護をされている家族等
申込締切：6月19日（水）

募集

初めて参加の方、
専門職の方
　　　大歓迎！
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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。


