
～おうち時間＝かけがえのない家族時間～
　新型コロナウイルスの影響で、今まで通りのお出かけはできなくても、家族で
過ごす時間には、ウイルスも吹き飛ばすような笑顔があふれていたはずです。
　ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

家族で過ごしたいろ
んな時間…

　　　 楽しかったね
☆
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福祉教育への取り組み紹介

次回は城西地区の紹介です。お楽しみに♪

　第一小地区は、掛川駅から北に延びた市街地区域の18区からなる
地区です。第一小地区福祉協議会は、第一・第二地区まちづくり協議
会に所属しています。
　主な活動として、市内外の福祉施設・活動の視察、また健康促進事
業として一昨年は骨粗しょう症予防講座、昨年はカイロプラクティッ

ク講習を開催しています。また、高齢者独居・高齢
者夫婦のみの家庭へ夏を除いた年８回90食ほどお昼のお弁当を配る事業を
実施しています。この事業は民生委員に協力をいただき見守り活動と兼ねて
います。地区内の11区では10か所の高齢者及び子育てサロンが活動してお
り、お茶・お昼をしながらゲーム・おしゃべり、イベント等で、高齢者及び
幼児が楽しく集まる会を開いています。これからも明るく楽しく住んでよ
かったと思えるまちづくりに励んでいきます。

～第一小地区福祉協議会～

～原野谷中学校～
　原野谷中学校で取り組んでいる活動を紹介します。
①�福祉施設や公共施設、保育園での体験活動、事業所などでの福祉体
験、勤労体験学習を３日間行っています。今年度はコロナウイルス
の影響で中止になりましたが、昨年度は２年生が公共施設と保育園、
１年生は高齢者や障がい者の福祉施設で社会参加活動を行いました。
　�体験を通して、それぞれの立場で物事を考え、利用者さんへの言葉
かけや配慮すべきこと、仕事のやりがいや大変さを一人一人が考え
ることができました。
②�毎年、年末に掛川市本郷にあるかけがわ西の市で歳末助け合い募金
を行っています。生徒が元気な声で地域の人たちに協力を呼びかけ
ました。

報告 防災倉庫を
� 設置しました

　昨年、赤い羽根共同募金から助成金をいただき、災害時に使
用できる防災倉庫を特別養護老人ホーム大東苑へ設置させてい
ただきました。
　この倉庫は平常時の訓練はもちろん、災害ボランティアセン
ターの運営に欠かせないものです。
　募金をしてくださった多くの皆様の、温かいお気持ちを胸に
大切に活用させていただきます。
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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）
受付1階　TEL　48－5965

掛川児童交流館
（総合福祉センター　あいり～な3階）
TEL　24－0822 ／ 070-2632-8809

＊8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。

… 手作り工作を楽しもう …
と　き　８月３日（月）～８月29日（土）
　　　　９：30～11：30
　　　　13：30～16：00（予約不要）
内　容　「うちわを作ろう！」
　　　　 手作りうちわで
　　　　 猛暑を乗りきろう！
　　　　「ストローコプターを作ろう！」
　　　　 牛乳パックとストローで
　　　　 簡単にできてよく飛ぶよ！

… おたのしみ工作 …
と　き　８月３日（月）~22日（土）
　　　　９：30～11：00
　　　　13：30～16：00
内　容　「ぽよよ～ん おばけ」
　　　　  かわいいおばけを
　　　　 つくっちゃおう！
　　　　「自分だけの水族館を作ろう」
　　　　  ペットボトルの水族館（浮

ふ

沈
ちん

子
し

）
お魚が浮いたリ沈んだりする
よ！

… わくわく工作 …
と　き　８月１日（土）～８月30日（日）
　　　　開館時間中いつでも
内　容　「新聞紙フリスビー」
　　　  新聞紙と丸い紙だけで

できる簡単おもちゃ！
　　　  好きな絵を描いて飛ばそう！
　　　　「キョーちゃんのストローロケット」
　　　  ２種類のストローを組み合わせ

て完成！
　　　　　　　　　おうちで的を作って
　　　　　　　　　家族で競争しよう！

※状況により、内容等変更する場合があります。ご了承ください。
※工作は１日１人１個作れます。無料 材料がなくなり次第終了です。

問合せ先　掛川児童交流館
問合せ先　大須賀児童館

問合せ先　大東児童館

★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、個票に記入をして

から来館してください。体温が37.5度以上の方、
風邪症状のある方はお断りさせていただきます。

　（個票がない場合は受付での記入をお願いします）
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。
熱中症予防のためこまめに水分をとりましょう。
小さなお子さんは体調の変化に気づきにくいため、
保護者の方は配慮をお願いします。

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。
⑤状況により時間・人数制限をさせて頂きます。
＊その他、詳細は各館のおたよりをご覧ください。

夏のおたのしみ

～キョーちゃんと一緒だと
� 手洗いうがいも楽しいね～

夏休みは生活リズムが乱れがち…。
今年の夏は感染症対策をしながらの生活で、例年以上
に気を付けて過ごしたいですね。児童館、交流館では

「手洗い」「うがい」「マスク姿」「睡眠」のかわいい
キョーちゃん塗り絵を用意しています。自分で塗ると
やる気もアップ！ぜひお家で役立ててくださいね。

「キョーちゃん生活習慣Ver.」登場！
夏休みを元気に過ごそう！

ふれあい遊びや、工作の紹介などタイムラインで配信中
たくさんの方の友達追加ありがとうございます。
引き続き開館状況や行事の情報、
タイムラインでは動画も配信して
います。お楽しみに★

交流館LINEも見てね★

キョーちゃん登場！
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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

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

９
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和２年６月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊松浦璃来・松浦百花　
＊中遠環境保全㈱　＊匿名２件
●寄付物品
＊原田晴二（マスク）　杉山直也（マスク）
＊浅岡令次（マスク）　
＊吉田元子・古田和之（マスク）　
＊久保田陽代（炊飯器）　
＊中遠環境保全㈱（マスク）　
＊丸大食品㈱静岡工場（食品）　
＊新時代ＦＣ掛川店（マスク）　
＊Ｍネット東遠（マスク）　

◆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：８月28日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：８月５日（水）13：30～15：00
　　　大須賀市民交流センター

＊幼児ことばの教室（マスク）　
＊第五地区民生委員児童委員協議会（マスク）　＊匿名14件（マスク）
●寄付物品（フード）
＊匿名８件（缶詰、麺類、食材各種）
●収集物
＊青山俊夫　＊境野良吉　＊戸塚修夫　＊山本利幸　＊髙野久彰　
＊沖一化工㈲　＊㈱ギャバン　＊ヤマハ労働組合掛川支部　＊大東苑　
＊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　＊倉真地区まちづくり協議会女性部
＊十王いきいきクラブ　＊掛川こども園　＊桜が丘中学校　＊福祉課　
＊匿名４件

新型コロナウイルス感染症の 
拡大に伴う事業中止のご案内

第16回掛川市ふれあい広場
　10月18日（日）に予定しておりました「第16回
掛川市ふれあい広場」は中止とさせていただくこ
とといたしました。
　あわせて、誠に勝手ながら社協だより５月号掲
載の「協力企業の募集」についても中止とさせて
いただきます。
掛川市災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
　８月30日（日）に実施いたします本訓練は、関
係者のみで実施させていただくことになりました。

来場・参加を予定してくださった皆様にはご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解くださいますよう
お願い申し上げます。

放課後等デイサービス�
� パートスタッフ募集
時　間：【平日】13：00～18：00
  　（はるかぜ・みなみかぜ）
　　　　　　　 13：15～18：15
  　（かざぐるま）
　　　　【長期】　8：30～17：15
  　（うち４時間以上）
時　給：920円＋手当て（処遇改善・通勤費）有
その他：有休あり（半年後より）
　　　　 保育士、教員免許、福祉サービス経験

があればなお可
　　　　★嘱託職員も募集しています。
【申込み・問合せ先】　
障害者支援係　☎22-1309 （担当：黒田・大矢）

あたたかい心を
ありがとうございます

中遠環境保全㈱から1,000,000円のご寄付
をいただきました。
福祉事業推進のために活用させていただき
ます。ありがとうございました。
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