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社会福祉法人

掛川市社会福祉協議会

ホームページ

Facebook

掛川市掛川910-1 総合福祉センター（あいり～な）
２階
TEL 22-1294 FAX 23-3319
ホームページ http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

赤い羽根共同募金
月１日スタート！

ご協力をお願いします
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――――

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10月号

歳末たすけあい募金の助成希望を受付しています。
12月１日より「歳末たすけあい運動」がはじまります。
この運動は、掛川市内の支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らしていくための
支えあいの運動です。新たな年を安心して迎えられるよう、市民の皆さまより寄せられた大
切な募金を歳末たすけあいの助成として活用させていただきます。

①世 帯 へ の 助 成 …生活にお困りの世帯に助成されます。

住民税非課税世帯（生活保護世帯は除く）の母子・父子・高齢者・
障がい者世帯など社協までご相談ください。

申請期限：10月16日（金）

②福祉事業への助成 …福 祉団体・ボランティア団体・地区福祉協議会等が年
末年始に行う福祉事業に助成されます。

障がい者団体が行う福祉事業には優先して助成されます。
高齢者サロン子育てサロン等の交流事業には1人あたり500円を
限度とします。事業に食事代が含まれる場合は必ず自己負担をお
願いいたします。

申請期限：11月 ２ 日（月）
※歳末たすけあい募金の助成を希望される場合は、申請手続きが必要です。助成額は今年度
の申請受理された件数と集まった募金額により決定します。
詳しくは本所、各ふくしあまでお問合せください。
【問合せ先】
本所
：☎22-1294
東部ふくしあ：☎23-4720
西部ふくしあ：☎29-6192

中部ふくしあ ：☎28-8546
大東ふくしあ ：☎72-1135
大須賀ふくしあ：☎48-5531

～倉真地区福祉協議会～
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
幅広くふれあうことができるよう、色々な活動を行っていま
す。ただ、今年に入り新型コロナウイルスの影響で、様々な
行事が中止や延期になりとても残
念です。そんな中、安心・安全に細
心の注意を払いながら、少しずつ活
動が始まりました。子育てサーク
ル「こぶたのしっぽ」にも新しい親子が入会してくれました。自然
いっぱいの倉真でのびのび子育てができます。先日は、「おもちゃ
の山ちゃん遊び広場」がまるごとセンターの研修室にやってきまし
た。山ちゃんのおもちゃはいつも大人気！短い時間でしたが楽し
かったです。
次は千浜東区の紹介です。お楽しみに♪
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10月行事予定
＊10月の開館状況（３館共通）
午前の部9：00～11：30 午後の部13：30～16：30

大東児童館

時間

行

事

日

～

～

～

9：30

31 土 16：00

行

日

7 水 10：00 ちびっこ広場（０歳児）申込み制

シールラリー

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

にこにこたまご

き：10月10日（土）10：00～11：00

ところ：掛川児童交流館 会議室
対 象：妊産婦さん
内 容：赤ちゃんグッズ作り、おもちゃの紹介、
フリートークなど
おなかの赤ちゃんと初めて参加できる行事です。
今月は土曜日。ぜひ、パパと一緒に参加してください。

付中
申込み受

☎24-0822

ちびっこ運動会

付中
申込み受

と

14 水 10：00 ちびっこ広場（1歳児）申込み制

☎24-0822

掛川児童交流館の
公式LINEアカウントへ登録をお願いします。
＊開館状況、行事のお知らせ等を配信します。
人数制限をおこなった場合にはラインにてお知らせします。
＊タイムラインでは工作や遊び、行事の様子なども紹
介しています。お楽しみに！
＊右のＱＲコードから登録してね →

25 日 10：00 ふたごの日

申込み制

《申込み制》
毎週木曜日は★おはなしの木★
10月1日、8日、15日、22日、29日
午前11：00 ～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど
対象：未就園児と保護者 10組（先着順）
各日６日前から申込みできます。

わくわくキッズ合同
おたのしみハロウィン

き：10月24日（土）10：00～11：30

ところ：大須賀老人福祉センター 大広間
対 象：わくわくキッズ会員
園児～小学生で参加したい子 10名（先着順）
（会員以外の人は申込み制）
※園児は、保護者同伴でお願いします。
内 容：シールラリー、ゲーム、街を散歩します。
※当日は、仮装してきてください。

申込み・問合せ先：大須賀児童館

き：10月23日（金）10：00～11：00

ところ：総合福祉センターあいり～な 福祉活動館（体育館）
対 象：未就園児親子 15組（先着順）
内 容：広い体育館で親子でたくさん遊ぼう！
・ちびっこリレー ・玉入れ競争
・障害物競争 など
持ち物：水筒、タオル、マスク(保護者)、
動きやすい服装で来てください。

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

事

10 土 10：00 にこにこたまご（妊婦さん）申込み制

24（土）～31(土) 9：30～16：00 ハロウィン週間

小学生は自分で申込みしてね。

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

行

わくわくキッズ
（ハロウィン）21 水 10：00 ちびっこ広場（2歳児）申込み制
24 土 10：00 ※会員以外の人は申込みが 23 金 10：00 ちびっこ運動会（未就園児）申込み制
必要です。
9：15 こどもくらぶアソビバ
24 土
31 土 13：30 一輪車クラブ
10：45 こどもくらぶツクリバ

ハロウィンシールラリー

※休む時は前日までに連絡してください。

付中
申込み受

時間

2 金 放課後 移動児童館（原田小）

つくしんぼの広場
22 木 10：00
（１・２歳児）合同運動会

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と

事

17 土 13：30 一輪車クラブ

28 水 10：00 ぱんだくらぶ

と

時間

（総合福祉センター（あいり～な）3Ｆ）
TEL 24-0822 ／ 070-2632-8809

9：30 ぱんだくらぶ（子育て相談） 7 水 10：00 すくすく広場（０歳児）
10：15 うさぎ・こあらくらぶ

21 水 10：00 うさぎ・こあらくらぶ
26 月

掛川児童交流館

（大須賀老人福祉センター 2Ｆ）
受付１階 TEL 48-5965

曜日

7 水

大須賀児童館

（大東保健センター 2Ｆ）
TEL 72-7830

曜日

曜日

日

※11：30～13：30は清掃・消毒のため利用できません。

☎48-5965

ハロウィンウィークin大東児童館
『トリック・オア・トリート』

と

き：10月26日（月）～ 31日（土）

ところ：大東児童館
対 象：誰でも１日１回できるよ！
内 容：★仮装グッズで変身して写真を撮ろう！
★ハロウィンシールラリー（予約不要、無料）
シールを集めて『トリック・オア・トリート』
と言うとプレゼントがもらえるよ！

申込み・問合せ先：大東児童館

☎72-7830

… 来館にあたって …
①自宅で検温・体調チェックをしてから来館してください。
②小学生以上の子どもと保護者のマスク着用、受付での手の消
毒をお願いします。(未就学児のマスク着用は保護者の判断)
③食事はできません。(水分補給、授乳は可)
④感染症対策のための学校閉鎖、園閉鎖になった子は利用する
ことができません。同居の家族も同様です。
＊その他、詳細は各館のおたよりをご覧ください。
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★新型コロナウイルスの影響により行事や開館の日程を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。

かけがわ社協だより

令和２年10月号

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。

掛川市結婚相談所

相談・登録・紹介は無料、プライバシー厳守。結婚を考えている方、ぜひご利用ください。
四市一町（掛川・菊川・袋井・磐田・森町）の共同事業です。

掛川市相談所の登録者：男性83名 女性33名

計116名（8月末現在）
令和１年度の結婚成立：男性４名 女性２名

計６名
【登録条件】
掛川市内在住か勤務、またはご実家が市内にあ
り、親兄弟が居住している方。
【持 ち 物】
一人で写っているスナップ写真、顔写真付きの
身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

場

所

日

総合福祉センター
東館１階
0537-23-3036
（開催日当日のみ）

・登録、相談はご本人にてお願いします。
・予約不要です。
・相談日に直接会場へお越しください。
【問合せ先】☎22-1294

勤務時間：月～土曜日 ８：30～17：15
（非常勤：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）

「笑顔のつどい」のご案内

北部：10月30日（金）13：30～15：00
あいり～な２階・教養会議室
南部：10月14日（水）13：30～15：00
大須賀市民交流センター

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。

善意をありがとう

●寄付金
＊匿名３件
●寄付物品
＊匂坂光男
（消毒液） ＊連合静岡東遠地域協議会
（マスク）
＊倉真地区区長会（マスク）
＊匿名４件（茶、服、ベビー用品、マスク）
●寄付物品（フード）
＊宮崎妙子（レトルト食品） ＊匂坂光男（そうめん）
＊宮崎セツ子（白米） ＊守屋輝年雄（カップ麺）
＊グリフィスフーズ㈱（食品）
＊匿名3件（缶詰、米、食品各種）
●収集物
＊髙橋春香 ＊近藤光博 ＊山崎勲 ＊村瀬マリ子

月の相談日のご案内

相談名

結 婚 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

相談日

6（金）

20（金）
心 配 ご と
相
談 市役所大東支所1F（72-1135） 13(金)
市役所大須賀支所1F（48-5531） 27(金)

（令和２年８月分）※順不同敬称略

＊萩田博 ＊藤原みよ子 ＊伊藤延子 ＊沖一化工㈲
＊㈲エフ・ベース ＊マルエス自動車㈱ ＊海坂発行所
＊㈲みのり園 ＊下俣郵便局
＊訪問看護ステーション大東 ＊静岡県大衆歌謡連盟
＊西南郷コーラス月見草 ＊卓球あじさい
＊十王いきいきクラブ ＊七日町いきいきサロン
＊サークル声
＊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
＊城北小学校 ＊匿名3件

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。

時間

1(日） 13：00
～
8(日) 16：00
15（日）

担当：藤田・鈴木・森下

《大東児童館臨時職員募集 急募！》

◆認知症の家族を介護されている方のための◆
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時

毎月第１・２・３日曜日
（第２は女性優先）
13：00～16：0 0
（15:30 受付終了）
祝日はお休みです

15：30
（受付終了
）

13：00
～
16：00

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）
月～金
9：00
ボランティア相談 南部大東ふくしあ社協（72-1135）
（祝日を
～
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）
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

4

