
～第二小学童保育所つくし会場の活動の様子～

当会では、児童の健全な育成及び保護者の仕事
と子育ての両立を支援することを目的に学童保
育所を運営しています。
子どもたちが家庭にいるような雰囲気で、安心
して楽しく過ごせる場を目指しています。

自分で好きな遊びを見つけ
仲間と一緒に楽しみます

レゴブロックでともだちごっこをしたよ♪ ＬａＱでブランコいすを作ったよ★

迷路に夢中！

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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社会福祉協議会では

こんなことをして
います！

高齢者の生きがいと健康づくりの
場として趣味クラブやシニアクラ
ブの活動を支援しています

22世紀の丘公園　たまりーな内

高齢者生きがい活動拠点事業
（満水1652　☎24-2754）

老人福祉センター 山王荘
（大坂2443　☎72-5370）

大須賀老人福祉センター
（西大渕150　☎48-5965）

シニアクラブ掛川（老人クラブ連合会）事務局
シニアクラブ掛川・掛川支部事務局（42クラブ）
自主クラブの支援（36クラブ）

管理・運営
シニアクラブ掛川・大東支部事務局（17単位クラブ）
趣味クラブの支援（22クラブ）

管理・運営
シニアクラブ掛川・大須賀支部事務局（９クラブ）
趣味クラブの支援（12クラブ）

生きがいデイサービス　介護予防サービスとして市内４か所を拠点に実施しています
対象者：掛川市在住、60歳以上で介護保険を利用していない方
時　間：午前10時から午後２時または３時
　　　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、現在は時間を短縮しています）

活　動：職員やお仲間と一緒に健康体操・ゲーム・折り紙・制作活動等

シニアクラブ掛川支部　第４回ゴルフ大会参加者募集！
日　　時：10月29日 (木)
会　　場：よみうりカントリークラブ
参 加 費：会員500円　非会員1,000円
参加人数：先着70人
プレー代：特別料金9,185円
　　　　　（70歳以上利用税免除）
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
【問合せ先】シニアクラブ掛川支部事務局　☎ 24-2754

全６回にわたり、係ごとに掛川市社会福祉協議会の紹介を
おこないます。

第１回目は… 高齢者支援係 の紹介です。

桜木生きデイ
（下垂木1284-1）
☎21-1815
９コース147人

東部生きデイ
（薗ケ谷881-1）
☎21-6660
９コース131人

大東生きデイ
（大坂2443）
☎72-5370
11ヶ所161人

大須賀生きデイ
（西大渕150）
☎48-5965
４コース57人
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福祉教育への取り組み紹介

次回は倉真地区の紹介です。お楽しみに♪

　高齢者サロン「おしゃべりサロン城西」は75歳以上の区民を対象に月
２回集いの場を設けています。お茶を飲みながらのおしゃべり、座位の
まま出来る軽い体操、２月に開催される城西区民文化祭に出品する折り
紙作品の作成等をしています。ボランティアの皆さんが主体となり、笑
顔が絶えない楽しい雰囲気があふれる場になっています。
　子育てサロン「おはなしひろば」は子どもが自由に遊べ、子育て中の親子が交流出来る場と
して「ボランティアしろにし」よみきかせグループ「なのはな」を主体として毎月第３土曜日

に開催しています。どなたでも参加OKです。絵本の読み聞かせ（４冊～
５冊）や、おやつタイムをはさんで簡単な工作をして楽しい時間を過ご
しています。
　どちらのサロンも開催時間内であれば都合の良い時間のみの参加でも
構いません。気軽に遊びに来れるサロンを目指しています。

～城西地区福祉協議会～

　掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進助成事業について、厳正なる審査の結果、掛川市
の下記団体への助成が決定いたしました。

団体名 申請額 申請内容
西山口地区福祉協議会
「子育てサークルじゃがいも」 47,000円 子育て応援事業

（事務用品・遊具整備）

三浜区福祉会 16,000円 ふれあいサロン機器整備事業
（血圧計整備）

～第２次募集についてのお知らせ～
助 成 額：上限10万円　助成率80％以内
実施年度：令和２年７月２日（木）から令和３年２月５日（金）までに完了する事業
締　　切：令和２年10月30日（金） 【問合せ先】地域福祉係　☎22-1294（担当：岡本・松浦）

日常的な活動
　中小学校では、児童会の呼びかけで、アルミ缶・エコキャップ
の回収を行っています。また、定期的な異学年（ペア学年、縦わ
り班）での活動や遊びにより交流を深め、全校児童が仲良しなの
が自慢です。

体験的な学習
　平成30年度から、６年生の総合的な学習の時間に、地域の介護
福祉士の方を招き、仕事の魅力や大変さなどについてお話を伺い
学習しています。今年で３回目になります。
　また、年１回の「福祉体験学習会」は、障がいを抱える方の生
活や生き方について考え、学習を深める機会になっています。

～中
なか

小学校～

令和２年度　第１次赤い羽根共同募金助成団体決定

赤い羽根共同募金は地域福祉促進のため身近な
地域で活用させていただいております。

アルミ缶回収

福祉体験学習会
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９月行事予定
＊９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

2 水 10：00 ぱんだくらぶ（子育て相談）
9 水 10：00 うさぎ・こあらくらぶ

29 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

2 水 10：00 ちびっこ広場（0歳児）申込み制

5 土
 9：15 こどもくらぶアソビバ
10：45 こどもくらぶツクリバ

9 水 10：00 ちびっこ広場（1歳児）申込み制
10 木 10：00 にこにこたまご（妊婦さんクラブ）申込み制
12 土  9：30 おもちゃ病院
16 水 10：00 育児力アップ講座　申込み制
23 水 10：00 ちびっこ広場（2歳児）申込み制
30 水 放課後 移動児童館（原谷小）

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～（22日はお休み）
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

4 金 10：00 つくしんぼの広場（生きデイ交流）
10 木 10：00 つくしんぼの広場合同体操
12 土 13：30 一輪車クラブ
17 木  9：30 高校生と赤ちゃんふれあい交流

19 土 10：00
わくわくキッズ
（工作・共同募金のお話）

23 水 10：00 すくすく広場
26 土 13：30 一輪車クラブ
30 水 13：30 高校生と赤ちゃんふれあい交流

《申込み制》
毎週木曜日は★おはなしの木★
９月３日、10日、17日、24日
午前11：00～（15分程度）

未就園児と保護者　10組（先着順）
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど
各日６日前から申込みできます。

～おうちで子育てしているとちょっぴり心がモヤモヤ　
　しませんか？友達を作って子育てを楽しみましょう～

と　き：毎月１回　10：00～10：30
対　象：平成31年４月２日以降生まれで首の座った子
内　容：親子ふれあい遊び、ママ同士の交流など
ママたちの声

　★ママ同士おでかけしてきました。
　★子どもも私もお友達ができたよ！
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

と　き：9月10日（木）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。妊娠中の幸
せな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 すくすく広場（０歳児クラブ）

申込み受付中

掛川児童交流館の
公式ラインアカウントへ
� 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。
　人数制限をし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➡

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

★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。

…�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。体温が37.5度以上の方、咳等の風邪症状のあ
る方はお断りさせていただきます。
②幼稚園児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。
　（マスクの苦手な方は職員にお知らせください）
③食事は禁止です。(水分補給、授乳は可）
※児童館、交流館には水飲み場がありません。
遊びに来るときには水筒を持ってきてください。
④小学生以上の子は子どもだけで来館できますが、
　必ず保護者の了承を得てから来館してください。
※小学生で住所や電話番号を書けない子が多くいます。
ご家庭で確認をお願いします。
⑤状況により時間・人数制限をさせていただきます。
⑥新型コロナウイルス感染症対策のため、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。
　同居の兄弟も同様です。
＊その他、詳細は各館のおたよりをご覧ください。

ぬ
り
え
コ
ー
ナ
ー
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　掛川市社会福祉協議会では、協力団体も含め68団体によるボランティア活動が行われてい
ます。
　団体それぞれが掛川市が住みやすく、より良い地域になるよう活動に勤しんでいます。市
民の方々がボランティア活動への理解・関心を持っていただけるよう、活躍している団体を
複数回に分け紹介します。

掛川市社協　ボランティア登録団体紹介

ボランティア登録団体
【登録団体数】58団体859人　　【協力団体数】10団体10,898人

第１回目は…　～ 聴覚障がい者支援ボランティア編 ～

手話サークル「太陽の会」 
掛川昼例会

目　　的　 手話を学ぶことにより、ろうあ
者との交流を深め、情報交換を
目的とする。

活動内容　手話学習、講習会、交流会等
活 動 日　毎月第１・３・５火曜日
　　　　　10：00～12：00
活動場所　掛川市生涯学習センター

手話サークル「太陽の会」 
大東例会

目　　的　 ろうあ者の生活と権利を守り、
理解を深め、広めていくこと。
ろうあ者と健聴者の交流及び情
報交換を目的とする。

活動内容　 研修会、手話を用いたレクリ
エーション、交流事業 他

活 動 日　毎月第１・３木曜日
　　　　　19：30～21：00
活動場所　大東市民交流センター３階

手話サークル「太陽の会」 
大須賀例会

目　　的　 手話を学んでもらいながら、聴
覚障がいについてより深く理解
してもらうことを目的とする。

活動内容　手話学習、交流会
活 動 日　毎月第２・４木曜日
　　　　　19：30～21：00
活動場所　大須賀市民交流センター２階

要約筆記サークル「つくしんぼ」
目　　的　 中途失聴・難聴者と仲間づくりや社会参加を目的としている。
活動内容　 要約筆記・筆談によるコミュニケーションの確立を目指す。
　　　　　 月一回定例会、行事の参加、交流
活 動 日　毎月第２木曜日　13：00～15：00
活動場所　掛川市生涯学習センター

手話サークル「太陽の会」 
掛川夜例会

目　　的　 手話を学ぶことにより、ろうあ
者と聞こえる人との交流を深め、
情報交換することを目的とする。

活動内容　 手話学習、レクリエーション、
啓発活動等

活 動 日　毎週木曜日　19：30～21：00
活動場所　掛川市生涯学習センター

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
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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。

　ひきこもり大学とは、ひきこもり体験の
あるご本人から、その経験や思いをお聞き
する中で、ひきこもりについてともに考え
るきっかけを提供する場です。

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。

 4（日） 13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）18（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

 2（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

16（金）
30（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（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

10
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和２年７月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊中村久男　＊イオンタウン大須賀店
＊匿名１件
●寄付物品
＊弓桁久則（タオル）　＊薗田美津子（マスク）
＊河合正敏（石鹸）　＊山本澄子（ガスコンロ）
＊日電ビジネス㈱（フェイスシールド）
＊第五地区民生委員児童委員協議会（マスク）
＊匿名16件（マスク、炊飯器、コンロ、文房具）

◆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18日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：９月９日（水）13：30～15：00
　　　大東市民交流センター

●寄付物品（フード）
＊平野龍那（うどん）　＊匿名２件（食材、米）
●収集物
＊平野房江　＊佐々木和美　＊沖一化工㈲　＊㈱藤本組　＊山内牛乳　＊大東苑
＊掛川福祉ノ郷　＊戸塚書道教室　＊つくしなかよし広場
＊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
＊十王いきいきクラブ　＊子ども希望課　＊福祉課　＊匿名４件

フードバンクへのご協力�
� ありがとうございました
　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：10月31日（土）　13：00～16：00
会　場：掛川市徳育保健センター
内　容：ひきこもり経験者からの講話
　　　　グループワーク
対　象：本人または家族30人（先着順）
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：萩原・堀場）

令和２年度 ひきこもり者支援事業

ひきこもり大学
� in�掛川キャンパス

募集

《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
お問合せ下さい。
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