
　８月２日３日に老人福祉センター山王荘にて「第13回山王荘まつり」が開催され、２日間で約700名の来場者
で賑わいました。山王荘で活動している趣味クラブの芸能発表や作品展示、体験コーナーや地域のゲスト出演者
による発表や地域の協力団体による物品販売など手作りの笑顔あふれる交流イベントとなりました。

熱い！暑い！
真夏の山王荘まつり

キョーちゃん
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と　　き：10月31日（木）
と こ ろ：よみうりカントリークラブ
　　　　　（家代1118）
募集人数：80人（先着順）
参 加 費：会員 500円　非会員 1,000円
プレー代： 特別料金 9,130円（70歳以上

利用料免除）
ル ー ル： ダブルペリア方式　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

と　　き：10月17日（木）
　　　　　午後１時30分～
と こ ろ：たまり～な　大研修室・芝生広場
募集人数：40人（シニアクラブ会員優先）
参 加 費：無料（ノルディックポール貸出あり）

音が鳴らない、動かない、そんなおもちゃはありませんか？
ボランティアのおもちゃのお医者さんが修理してくれます。
と　き：毎月第二土曜日　10:00～12:00（変更あり）
ところ：掛川児童交流館
修理代：無料
　※部品代実費は頂く場合があります。
　※安全面で受付できないおもちゃがあります。
　※おもちゃがなおらない場合があります。
　※受付件数は一人２点以下とさせていただいています。

おもちゃ病院診療中 こわれたおもちゃ修理します!!

と　き：月１回金曜日　10:00～10:30（※予定は変更する場合があります。）
対　象：H30.4.2～H31.4.1生まれの子 　15組（先着順）
内　容：親子ふれあい遊び、読み聞かせ、季節の行事、フリートーク等
登録料：50円（内容により参加費有）
申込み：９月３日（火）9:00～申込み受付開始
　＊来館のみの受付となります。
　＊年間登録料50円を持参し、対象のお子さんと一緒に来館してください。
　＊申し込みの際、親子写真の撮影をさせて頂きます。
　＊初回は10月25日（金）です。

シニアクラブ掛川支部
第3回ゴルフ大会 ノルディック・ウォーク講習会

申込み・問合せ先
シニアクラブ掛川支部事務局　☎ 24-2754

問合せ先：掛川児童交流館　☎ 24-0822

�後期募集はじまります。

募集

募集
にこにこベビー
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福祉教育への取り組み紹介

次回は大須賀第三地区の紹介です。お楽しみに♪

～大坂地区まちづくり協議会健康福祉部～

原谷小学校では、日々の生活や授業、行事の中で、自分と友達の互いのよさや違いを認め合うことを通
して、思いやりと助け合いの心を育てています。

＜福祉講座＞　
　毎年、福祉講座を開いています。昨年度は、３年生は、視覚に障がい
のある方から普段の生活についてお話を聞きました。一緒にボールを転
がすゲームを行い、視覚に障がいのある方のスポーツについても学びま
した。４年生は聴覚に障がいがある方と手話でコミュニケーションをと
りました。町で困っている人がいたら声を掛けて欲しいと知り、自分た
ちができることは何かを考えることができました。
＜委員会活動＞
　みんなが気持ちよく生活するために自分から気付いて行動する「あっ
たかアクション」に全校で取り組んでいます。年末には、募金活動に取
り組みます。

　大坂地区健康福祉部会は、大坂区・三井区・東大坂区の3区で構成されています。各自治区には福祉
委員が主体のサロンと区民有志運営のサロンがあります。それぞれのサロンには、民生委員、赤十字奉
仕団も協力し運営をしています。高齢者の方を対象に講話や体操などの健康に係る内容や演劇鑑賞、陶
芸、子ども会との交流を行っています。
　他には、大東苑への訪問や敬老会の協力などの事業も行っています。
　今後は多くの人にサロンへ参加してもらうために、地域のサロン運営の継続、サロンの会場に来るの
が困難な高齢者の足の問題について検討し、更に充実していきたいです。

日　時：11月30日（土）午後1時～4時
内　容：ひきこもり経験者からの講話
　　　　ワークショップ
会　場：掛川市徳育保健センター
対　象：市民100人
主　催：掛川市社会福祉協議会
協　力：一般社団法人ひきこもりUX会議
申込み・問合せ先：
　地域福祉係　☎22-1294（担当：堀場）

ひきこもり大学とは、当事者が講師とな
り、家族や支援者、地域の皆さんが受講
生となって、ひきこもりの経験や知識を
学ぶ場です。
ひきこもり体験のあるご本人から、直接
その経験や思いをお聞きする中で、私た
ちができることは何か、考える第一歩の
きっかけづくりとして開催します。

令和元年度 ひきこもり者支援事業 ひきこもり者支援啓発講演会

ひきこもり大学 in 掛川キャンパス

～掛川市立原谷小学校～

募集

三井区　三寿会　健康講座 大坂区　気楽会　餅つき大会 東大坂区　ひまわりの会　工作
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10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

1 火 15:00 英語であそぼう（園児） 2 水 10:00 すくすく広場 2 水 10:00 ちびっこ広場
15:50 3 木 10:00 ふくしあ子育て相談 5 土 10:15 なんでもチャレンジクラブ（街頭募金）

2 水 10:00 ぱんだくらぶ（0歳児） 19 土 10:00 わくわくキッズ
6 日

 9:00 ハンドメイドクラブＡ（ひまわり）

9 水
 9:30 こあらくらぶ（2歳児） 13:30 一輪車クラブ 10:30 ハンドメイドクラブＡ（さくら）
10:30 うさぎくらぶ（1歳児） 21 月 13:30 移動児童館（大渕小） 13:30 ハンドメイドクラブＢ
放課後 移動児童館（千浜小） 23

～
31

水
～
木

10:00
～

16:00
ハロウイン週間

8 火 10:00 にこにこベビー（合同）

15 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児） 10 木 10:00 にこにこたまご
15:00 ジャンプクラブ（園児） 16 水 10:00 ちびっこ広場
15:50 24 木 10:00 つくしんぼの広場合同

（なかよし運動会） 18 金 10:00 ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ
合同運動会18 金 18:00 ドッジボールクラブ（小学生）

23 水 放課後 移動児童館（土方小） 26 土  9:30 ちっちゃな文化展
（作って遊ぼう） 23 水  9:00 サークル活動の日（パンダ）

24 木
 9:30 こあらくらぶ（2歳児） 放課後 移動児童館（倉真小）
10:30 うさぎくらぶ（1歳児） 27 日 10:00 サンデーパパ運動会
18:00 ドッジボールクラブ（小学生） 31 木  9:45 ち～ちゃいもんひよこA

25 金 放課後 移動児童館（佐束小） 10:45 ち～ちゃいもんひよこB
26 土 13:20 キッズクッキング（小学生）
30 水 放課後 移動児童館（中小）

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

10月のかけがわキューピーおもちゃ図書館は、
ふれあい広場（10/20）参加の為お休みです。

クッキングクラブ

と　き：９月28日（土）　10:00～12:00（受付9：45～）
ところ：大須賀中央公民館　３階調理室
対　象：小・中学生　20人
内　容：もっちもち　“イモ餅“　＆
 ぷるんぷるん　“オレンジゼリー”
持ち物： 参加費200円、エプロン、マスク、ふきん２枚、
　　　　三角巾、タッパー、水筒、タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

キッズクッキング
９月７日（土）9:30～受付開始！

と　き：９月21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：もものヨーグルトムース
持ち物： 参加費200円、エプロン、三角巾、マスク、ふきん

２枚、手ふきタオル、持ち帰り用容器、ビニール
袋、飲み物、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

子育て講演会
９月３日（火）9:00～申込み受付開始

と　き：９月25日（水）9:30～11:30（9:10受付）
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象： 子育て中の保護者、サロン・サークル実践者、保育・

教育関係者等どなたでも（定員30人　先着順）
内　容： 子育てについて、ワークショップ形式で楽しく学ぶこ

とのできる体験的心理学講座です。
①心の発達段階に即した子育て
②子育て・教育・指導のための養育者訓練
③養育者の心身の健康維持
上記テーマに親子共に成長できる手がかりが見つかるお話をして頂きます。
＊個別相談の時間もあります。

講　師：池田誠二郎 氏（心理療法研究所 所長）
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822
※お子様連れでもかまいませんが、事前にご相談ください。

と　き：９月８日（日）9:15～10:45
ところ：総合福祉センターあいり～な入口集合
　　　　掛川中央消防署
対　象：小学生未満の子どもと父親　10組（先着順）
　　　　※母親の参加もOKです。
内　容： 歩いて消防署見学に行きます。
　　　　建物内の見学や煙体験、車両見学などができます。
持ち物：帽子、水筒、ハンカチ（煙体験で必要）
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

サンデーパパ消防署見学申込み受付中

と　き：９月10日（火）10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館　会議室 
対　象：今年度出産予定の妊婦さん
　　　　（産後も３月まで参加できます。） 
内　容： 赤ちゃんグッズ作り、絵本・手遊び・おもちゃの

紹介、フリートークなど
＊年間登録制になり友だちづくりがしやすくなりました。
　楽しいひとときを仲間と一緒に過ごしましょう！ 
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822 

にこにこたまご申込み受付中

★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。支障がある方は職
員までお申し出ください。

 
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。 

祭典のため
10月12日(土) ～
14日(月)まで

児童館、交流館は
お休みです。

申込み受付中
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視覚障がい者に情報を届ける「点訳ボランティア」養成講座（全 5回）
　社協だより６月号にて、点訳ボランティ
アに協力くださる方を募集したところ、8
人の市民の方から御連絡をいただきまし
た。この度、この有志の皆さんとともに今
後の活動について考える中で、点訳を学ぶ
講座を企画しました。
　初心者の方、大歓迎です。

回 日・曜日 内　容
1 10月24日（木） 視覚障がい者の生活を学ぶ
2 10月31日（木） 点字の基礎を学ぶ①
3 11月７日（木） 点字の基礎を学ぶ②
4 11月21日（木） 点訳のルールを学ぶ
5 11月28日（木） ボランティアの心構えを学ぶ

【申込み・問合せ先】
　地域福祉係　☎ 22-1294（小柳・馬淵）

時間：全５回共通　10：00～12：00
会場：総合福祉センターあいり～な教養会議室
定員：15人（定員になり次第締切）

　近年、私たちの身近で起こる自然災害。
　災害が起こるたびに「自分達に出来ることは
あるだろうか･･･」と思いませんか？
　そんな時に備えて、今一度災害ボランティア
についてご理解いただき、「災害時にも強い地
域づくり」を目指してみませんか？

　夏休みを利用して、県ボランティア協会と掛川市社会福祉協議会共催によるサマーショートボラ
ンティアが行われました。中高生や社会人が社会福祉施設や社会教育施設での活動を通して、施設
で働く人や生活をしている人たちと接し、生きることの尊さとボランティアや福祉に対する理解を
深めることを目的に行われています。
　今年度は27名が参加しました。
　将来の目標に向かって、主体的に活動に取
り組む学生、大変なこともあるけれど毎日が
楽しいと笑顔で話してくれる学生など、サ
マーショートボランティアの経験を通してそ
れぞれ得るものがある様子でした。

　障がいがあり、１人で外出することが困難な
方のために、福祉車輌（車いすのまま乗降でき
る車輌）を使って外出支援をしています。
　車輌の操作と車いすの介助方法を一緒に学び
ませんか？

日　時　11月９日（土）　9:00～14:30
会　場　たまり～な　大研修室
講　師　掛川市副市長　久保田　崇 氏
対　象　災害ボランティアに興味のある方
　　　　掛川市内の企業関係者　
参加費　無料

【申込み・問合せ先】
　地域福祉係　☎22-1294（小柳）

日　時　11月17日（日）10:00～12:00
会　場　たまり～な　工作室
対　象　市内在住で
　　　　普通運転免許証を有している方
参加費　無料

【申込み・問合せ先】
　掛川運転ボランティアの会
　　代表　松浦　090-4211-3880
　静岡県車椅子友の会掛川支部
　　代表　平野　090-8672-5423

募集

募集 募集

報告

掛川市災害ボランティア養成講座 福祉車輌操作講習会 参加者募集

サマーショートボランティア
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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
※�登録は写真持参でご本人
がお越しください。

 6(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)20(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

 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)

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

10
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和元年７月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊イオンタウン大須賀

●寄付物品
＊榛村得子（タオル）
＊鈴木康義（玩具）
＊伊奈幸男（衣類）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲
（焼き菓子）
＊三浜区（お茶ペットボトル）
＊匿名３件（玩具、文房具、お箸）

●寄付物品（フード）
＊平野龍邦（そうめん）
＊正願寺（米）
＊匿名３件（米、包装白飯、レトル
トカレー）

●収集物
＊岡田力　＊鈴木よし子　＊萬谷栞　＊今駒のどか
＊縣正子　＊松浦悦子　＊名倉あさ子　＊㈱川島組　
＊沖一化工㈱　＊インフラテック㈱静岡営業所　
＊静岡日電ビジネス㈱　＊郷土新聞社　
＊家代の里クリニック　＊訪問看護ステーション大東
＊掛川市勤労者協議会　＊NPO法人　とうもんの里
＊十王いきいきクラブ　＊シニアクラブ十九首憩会
＊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
＊きらきら保育園　＊城北小学校　＊徳育保健センター
＊こども希望課　＊福祉課

パソコンの基礎を学びます。
参加を希望される方はお申込みください。
初心者の方大歓迎です！

　８月に市内４カ所で実施したフードバンク
には、たくさんのご寄附をいただきました。
　集まった食料は、「認定ＮＰＯ法人フード
バンクふじのくに」から行政・社会福祉協議
会・支援団体を通じ、食べ物がなく、困って
いる方へ食料支援をさせていただきます。

日　時　11月26日（火）　27日（水）
　　　　午前10時～午後３時
場　所　老人福祉センター山王荘（大坂2443）
対象者　市内在住　60歳以上
　　　　両日参加できる方６人
参加料　無料
持ち物　弁当、飲み物
受付開始日　９月２日（月）～先着順
問合せ先　老人福祉センター山王荘　☎72-5370

フードバンクへのご協力
ありがとうございました

◆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：9月27日（金） 13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室

南部：9月18日（水） 13：30～15：00
大東支所3階・会議室

募集シニア　パソコン教室
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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。


