
　市内在住の横山博則さんが、静岡県障害を理由とする差別を解消するための取組に関する知事褒賞を受賞
されました。
　この賞は、「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に基づき、障害のある人及びその
障害に対する理解を深める様々な取り組みに関し、特に顕著な功績が認められる個人及び団体が表彰される
ものです。
　横山さんは、本会が推進する地域や学校を対象とした福祉教育に年間を通して関わってくださっています。
立場や価値観を認めあい、多様性のある住民参加を実現するための豊かな学びの機会となっています。
　その他にも、地域や団体に向けた障害者差別解消法についての講話や、地域のバリアフリーチェックへの
参加、地域の子どもたちとの交流の場となる新しいコミュニティ「駄菓子屋横さんち」のオープンなど、精
力的に様々な取り組みをされています。

　日頃から多くの方と交流しています。特に子ども
との関わりでは、境界線なく一緒に楽しむことで、
お互いに支え合える世の中が実現できると信じてい
ます。
　これからも人のつながりを大切に、できる活動を
続けていきます。

横 山 さ ん の 一 言

日頃の活動が表彰されました!!

社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
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/

ホームページ Facebook
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　赤い羽根の共同募金運動がはじまりました。
　集まった募金は、地域で行われるさまざまな福祉活動、新型
コロナウイルス感染症下の福祉活動、豪雨災害などの被災者支
援活動に使われています。「困ったときはお互いさま」の気持
ちから始まった赤い羽根の募金活動。今、この時だからこそ♪
皆さんの温かい気持ちを必要としています。
　今年も皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

運動期間：10月１日から12月31日 まで

赤い羽根共同募金運動
が始まりました！

街頭募金のご報告 10/1（木）・10/3（土）実施

　県内の社会福祉の推進や健康増進等の功労顕著である表彰者が、審査の結果、決定いたしまし
た。当市関係の受賞者は以下の通りです。（敬称略・順不同）
　被表彰者の皆様、栄えある表彰おめでとうございます。
※毎年おこなわれる静岡県健康福祉大会は新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました。
　賞状等は当会に郵送され、後日当会から表彰者へお届けします。

【保護司】
　＊福島信子

【社会福祉法人・施設の役員及び従事者】
　＊松下圭子　＊水島三知子　＊土井孝久

【市町社会福祉協議会の役員及び職員】
　＊飯田みどり

【社会福祉事業協力者】
　＊沖野豊子　＊山本康子
　＊山本澄子　＊平松雅人
　＊弥生町区いきいきサロン
　＊下西郷区いきいきサロン
　＊下西郷西区いきいきサロン
　＊北門区いきいきサロン

　市民の皆さまのご協力で多くのご寄付が集まりました。ボラ
ンティア参加の皆様、店頭を快くご提供いただきました各店舗
の皆様に心より感謝申し上げます。
＊JR掛川駅　＊大東リベロ店　＊ザ・ビッグ大須賀店
＊しずてつストア掛川店　＊カインズホーム掛川店

市内５箇所募金合計額
　 ７２, ６３２円
～ご協力ありがとうございました～

令和２年度 静岡県社会福祉協議会会長被表彰者

静 岡 県 社 会 福 祉 協 議 会 会 長 表 彰
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次回は原泉地区の紹介です。お楽しみに♪

　こんにちは、千浜東区福祉委員です。
　福祉委員は区の役員、各種団体の代表、約40名で構成さ
れています。小地域福祉ネットワーク活動として支援員が対
象の方の見守り活動をしています。他にも例年、年に２回行
う「ふれあい交流会」では、80歳以上の方を対象に健康講
話や七夕飾り作り、子ども会との歌やゲームでの交流を行っ
ています。また、いきいきサロン活動として、あじさいサロ
ン、笑来福（わらいふく）、歩みの会も地域の方の協力で行っ
ています。小物作り、かるたなどのゲームを仲間と一緒に楽
しむ事で、みなさん本当にいい笑顔をされています。
　コロナのため本年は大きな活動を自粛していますが、高齢
者などの孤立を防止するためにも、近所の方との日々の挨拶
や距離を保っての寄り添いのおしゃべりを、地域の皆さま一
人一人にお願いしたいと思っております。

～千浜東区福祉委員会～

社会福祉協議会では

こんなことをして
います！

コチラへご相談ください！
ボランティアセンター（掛川910-1）	 ☎22-6263
東部ふくしあ（薗ケ谷881）	 	 ☎23-4720
中部ふくしあ（杉谷南1-1-30）	 ☎28-8546
西部ふくしあ（下垂木1270-2）	 ☎29-6192
大東ふくしあ（三俣620）	 	 ☎72-1135
大須賀ふくしあ（西大渕100）	 ☎48-5531

第２回目は… 地 域 福 祉 係 の紹介です。

地域づくり・ボランティア活動を応援します。
地域から孤立している人に寄り添い活動します。

コミュニティ
ソーシャルワーカー
（各ふくしあへ配属）

★地域の中の困りごと
★地域で福祉活動をしたい
★	地域で孤立している人がいる
などのご相談に応じます。

企業社会貢献（ふれあい広場応援隊） 地区福祉懇談会

点訳ボランティア養成講座 サロン活動

ボランティア担当
★ボランティアに参加したい
★ボランティアに来てほしい
★社会貢献をしたい企業・団体
★福祉に関する授業や講座
などのご相談に応じます。
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11月行事予定
＊11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　※11：30～13：30は清掃・消毒のため利用できません。

大東児童館
（大東保健センター　2Ｆ）

TEL 72-7830

日 曜
日 時間 行　　事

4 水
10:00 ぱんだくらぶ（子育て相談）
放課後 移動児童館（千浜小）

11 水 10:00
うさぎ・こあらくらぶ
（運動会）

16 月 放課後 移動児童館（中小）
18 水 放課後 移動児童館（佐束小）

24 火
 9:30 ぱんだくらぶ
10:15 うさぎ・こあらくらぶ

掛川児童交流館
（総合福祉センター（あいり～な）3Ｆ）

TEL 24-0822 ／ 070-2632-8809

日 曜
日 時間 行　　事

4 水 10:00 ちびっこ広場（0歳児）申込み制
10 火 10:00 にこにこたまご（妊婦さん）申込み制
11 水 10:00 ちびっこ広場（1歳児）申込み制
12 木 放課後 移動児童館（原田小）

14 土
 9:30 おもちゃ病院
10:00 こどもくらぶツクリバ

18 水
10:00 ちびっこ広場（2歳児）申込み制
放課後 移動児童館（原谷小）

21 土  9:20 こどもくらぶアソビバ

22 日
 9:15

～

11：45
大ちゃん先生の親子体操
（３歳～未就学児）申込み制

毎週火曜日は★お話の広場★
11月10日、17日、24日

午前11：00～
手遊び・絵本の読み聞かせなど

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2Ｆ）

受付１階　TEL 48-5965

日 曜
日 時間 行　　事

5 木  9:30
工作チャレンジ週間～～ ～

9 月 16:00

14 土
10:00 すくすく広場（０歳児）
13:30 一輪車クラブ

25 水 放課後 移動児童館（横須賀小）
26 木 10:00 つくしんぼの広場（1・2歳児）

《申込み制》
毎週木曜日は★おはなしの木★

11月5日、12日、19日、26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。と　き：11月5日（木）～9日（月）

　　　  9：30～11：00、13：30～16：00
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
対　象：どなたでも
内　容：廃材を使って動くおもちゃを作ろう！
　　　　（材料がなくなりしだい終了）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965　

工作チャレンジ週間

と　き：11月10日（火）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：	仲間作り、手遊び・おもちゃ・絵本の紹介、
　　　　赤ちゃんグッズを作ろう、フリートークなど
＊	ママがにこにこ笑顔だとお腹の中の赤ちゃんもにっこに
こ。妊娠中の幸せなひとときを仲間と一緒に過ごそう！
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

と　き：１１月２２日（日）①9：15～10：15 ②10：45～11：45
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：３歳～未就学児親子　各回15組(先着順)
　　兄弟の参加もOKです。申込みの際にお知らせください。
内　容：	体操の先生として大人気の大ちゃん先生と一緒に、

親子で楽しく遊びましょう！男性講師ならではのダ
イナミックな遊びはパパにピッタリ！

　　　　ぜひ家族で申込んでください。
持ち物：体育館シューズ、水筒、タオル、
　　　　マスク(保護者)
　　　　運動のできる服装で来てください。
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

申込み受付中
～家族でいっぱい遊んじゃおう～
大ちゃん先生の親子体操

… 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。

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。

＊右のＱＲコードから登録してね➡

★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。

 
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さい。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

ぬ
り
え
コ
ー
ナ
ー
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掛川市災害啓発講座
～できることから始めよう～

　近年、日本各地で大規模災害が発生
しており、災害を我が事として考える
ことが大切です。
　さらに、新型コロナウイルス感染症
の拡大が社会問題になっています。
　本講座をきっかけに、新型コロナウ
イルス感染症防止対策を取り入れた災
害対策や避難所生活、避難所運営につ
いて考えてみませんか？

日　時　12月11日（金）9：00～12：00
会　場　総合福祉センター２階　教養会議室
講　師　危機管理課／災害VC掛川
対　象　防災に興味・関心のある方
定　員　15人（定員になり次第締切）
【申込み・問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294
（担当：小柳・馬淵・萩原）

運転ボランティア養成講座
あなたの運転を地域のために活かしませんか？

　地域にお住みの自動車の運転・
公共交通機関を利用することが困
難な方のために運転ボランティア
の活動が求められています。
　地区で実践している方のお話、
ボランティアで活動している方の
お話を聞いて、ボランティア活動
に参加してみませんか？

日　時　11月15日（日）9：00～12：00
会　場　総合福祉センター１階　作業室
講　師　中地区まちづくり協議会
　　　　運転ボランティアの会
対　象　掛川市民
定　員　15人（定員になり次第締切）
【申込み・問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294
（担当：小柳・馬淵・萩原）

山　 王　 荘
指定管理事業 山王荘 趣味クラブ作品展 入場無料
◇老人福祉センター山王荘で活動している趣味クラブの作品を展示します。
　手編み、絵手紙、習字、手芸、碑文谷彫り、折り紙など

【問合せ先】
老人福祉センター山王荘
☎72-5370　掛川市大坂２４４３

日　時　12月２日（水）～５日（土）
会　場　老人福祉センター山王荘　研修室
●	感染症拡大防止の為、マスク着用にてご来館お願い
します
●咳・鼻水が出る方など体調の悪い方はお控えください

午前の部   ９：00～11：30
午後の部  13：30～15：30

募集!!

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

コロナ対策をして
待っているキョ！
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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
（令和２年９月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊境野良吉　＊丸山製茶グループ社員会
＊サロンふじつか
●寄付物品
＊ＮＰＯ法人好きです掛川・スーパーサンゼン（マスク）
＊匿名4件（玩具、洗剤、マスク）
●寄付物品（フード）
＊積水ハウス㈱静岡工場（食品他）
＊匿名3件（食品）

◆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：11月27日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：11月11日（水）13：30～15：00
　　　大東市民交流センター

●収集物
＊高橋春香　＊インフラテック㈱静岡営業所　＊沖一化工㈲
＊丸山製茶グループ社員会　＊NPO法人とうもんの会　
＊掛川市勤労者協議会　＊戸塚書道教室　＊サロンふじつか　
＊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
＊第五地区民生委員児童委員協議会　
＊福祉課　＊匿名３件

《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
　　　　　(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）

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ください。

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
※第二日曜は女性優先
※�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）

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）※当日のみ

 4（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

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

福祉総合相談
介護者相談
ボランティア相談

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）
ボランティアセンター（24-6263）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

12
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

令和２年度　静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科　入学者募集
『中途で視力が低下された方、ご相談ください』

　静岡視覚特別支援学校には、社会復帰を目指す方のために、あん摩マッサージ指圧師の国家
試験の受験資格を取得するコースがあります。入学相談や、視覚障がいに関する相談を受け付
けています。年齢に制限はありません。お気軽にご連絡ください。
○対象となる方
・両眼の視力がおおむね0.3未満の方
・視力以外の視機能障害が高度な方（視野狭窄、複視など）
・近い将来、視力が著しく減退する恐れのある方
○授業料、教科書代、入学金などはすべて無料です。
【問合せ先】静岡県立静岡視覚特別支援学校
　　　　　　静岡市駿河区曲金六丁目１－５
　　　　　　☎054-283-7300（担当：小松、仲山）
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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。


