
　児童館、交流館がたくさんの「遊び」を小学校に届けます。運動あそびや伝承遊び、工作やチャレンジ 
ランキング等、子どもたちは好きな「遊び」を選ぶことができます。
　放課後の時間を楽しく充実させることや、異学年の児童・地域の民生委員さんとの交流も目的としていま
す。「遊び」に囲まれた子どもたちは終始笑顔いっぱいです。
※今年度は検温・体調チェック、マスク着用等感染症対策をしたうえで行なっています。

楽し
いこと

いっ
ぱい！

移動児童館

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！ 第３回目は… 総 務 係 の紹介です。

各種用品の貸出

寄附金、寄附物品の受付

後援名義の受付 組織運営に関すること

車いす 福祉お助け用品福祉車両
　日常的に車いすを使用してい
る方などの社会参加を促進する
ために貸出を行っています。
　市内５ヶ所に８台配置してい
ます。

　寄付金・寄附物品は、社協の事業を推進するうえで大きな支えとなっております。
　金額の多少を問わず、年間を通じてお受けしております。どうぞお気持ちをお寄せください。
■種類
　○一般寄付…社会福祉事業全般へ使わせていただきます。
　○指定寄付…寄付者の意思を尊重し、指定された事業へ使わせていただきます。
　○物品寄付…内容によってお受けできない場合がありますのでお問合せください。
　※未使用切手や未使用はがき、書き損じはがき、使用済み切手、ベルマーク等も集めています。
■使いみち
　○ボランティア事業
　　ボランティア活動の啓発、ボランティア活動者の育成、支援に充てさせていただいています。
　○貸出事業
　　上記の福祉車輌や車いす、福祉お助け用品の貸出しを行っています。
　○その他地域福祉推進のため、幅広く活用させていただいています。
■寄附の控除
　個人の場合は、所得税法第78条第2項第3号に規定する「寄附金控除」に該当します。 
　法人の場合は、法人税法第37条第3項及び第4項に規定する「寄附金の損金不算入」に該当します。

　掛川市社協の後援名義を必要とされる方の
申請を受け付けています。

　社協の運営が円滑に進められるように、理事
会・評議員会の開催、組織の強化に向けた取り
組みや、予算の協議などを行なっています。

　歩行困難な方の生活の利便性
を図り、社会参加を促進するた
めに貸出を行っています。
　自走用、介助用、リクライニ
ングなどの種類があります。

　地域のサロン活動や交流を目
的とした事業に対し、活動支援
のために貸出を行っています。
　常時100種類以上の用品を用
意しています。

【問合せ先】
　総務係　☎22-1294（担当：森、片岡、黒柳）
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かけがわハピネス 

フォトコンテスト 

作品募集！！ 
テーマ：しあわせ 

応 募 期 間  令和2年12月1日（火）～ 令和3年1月8日（金）

応募 資 格  掛川市在住・在勤・在学の方
 （高校生以下は保護者の同意が必要）
規 格   スマートフォンやデジタルカメラなどで

撮影したデジタル作品データ
 ※１作品５MB以内のJPEGデータ
応 募 方 法   当会フォトコンテスト専用メールアドレス 

kakegawa.happinessphoto@gmail.com まで、下記の事項を本文に記入
の上、作品データを添付してください。　※１人１作品まで応募可
❶作品タイトル　　❷作品へのコメント　　❸氏名　
❹住所　　❺電話番号　　❻入賞の場合掲載可能なお名前（愛称）

発 表   令和３年２月20日（土）開催の掛川市社会福祉大会にて最優秀賞の表彰させてい
ただきます。

 入賞・応募作品については社協だよりやホームページへ掲載をさせていただきます。
問 合 せ  地域福祉係　☎22‒1294（担当：小柳・馬淵・萩原）
 ※ 詳細については表紙のQRコードからホームページをご覧いただくか上記まで

お問合せください。

新型コロナウイルスにより、人と人・地域と交流する機会が少なくなっています。
直接交流できない今だからこそ、写真を通じて掛川に笑顔と元気を届けてみませんか？
あなたの日常の中にある幸せ・見る人が心温まるような一枚をお待ちしています！

QUOカード
最優秀賞１点・・・５千円分
優 秀 賞10点・・・３千円分
入　　賞30点・・・千円分　
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… 来館にあたって …

《申込み制》
毎週木曜日は★おはなしの木★

12月3日、10日、17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。

12月行事予定
＊12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）
11 金 放課後 移動児童館（大坂小）

15 火
 9:30 ぱんだくらぶ
10:15 うさぎ・こあらくらぶ

19 土  9:30

～ ～ ～ クリスマス文字探しラリー
25 金 16:00

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

6 日
10:00 こどもくらぶアソビバ
13:30

こどもくらぶツクリバ 
15:00

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）申込み制
12 土  9:30 おもちゃ病院
16 水 10:00 ちびっこ広場（2歳児）申込み制…年末年始の休館日のお知らせ…

◎大東・大須賀児童館
　12月27日(日) ～ 1月4日(月)

◎掛川児童交流館
　12月28日(月) ～ 1月4日(月)

毎週火曜日は★お話の広場★
12月1日、8日、15日、22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

2 水 放課後 移動児童館（大渕小）
５土13:30 一輪車クラブ
9 水 10:00 すくすく広場（0歳児）
12 土 13:30 一輪車クラブ（先生）

17 木 10:00 つくしんぼの広場合同
（1・2歳児）

26 土 10:00 わくわくキッズ
（ピカピカ大作戦）

と　き：12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： 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

にこにこたまご

と　き：12月1日（火）～25日（金）
ところ：掛川児童交流館
対　象：だれでも1人1日1回できるよ！ 
内　容：①ハッピーポイントラリー
　　　　　 交流館の中にかくれているキョーちゃんを探して、合

言葉を完成させよう！素敵なプレゼントがもらえるよ。
　　　　②オーナメント作り
　　　　 　 階段の壁面に飾るオーナメントを作ろう！クリスマス

にちなんだいろんな形に自由に絵や模様を描いてね。
問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

と　き：12月19日（土）～25日（金）
ところ：大東児童館
対　象：だれでも１人１日１回できるよ！
内　容： キョーちゃんサンタに隠された文字を５つ探して 

合言葉を完成させてね。
　　　　全部見つけるとプレゼントがもらえるよ！
問合せ先：大東児童館　☎72-7830

クリスマス文字探しラリー
予約不要・無料

ハッピー★クリスマス
ポイントラリーとオーナメント作り

と　き：12月26日（土）　10：00～11：30
ところ：大須賀児童館
対　象：キッズ会員と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)
内　容：児童館をピカピカにしよう！
持ち物：汚れても良い服装、マスク着用、水筒
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

ピカピカ大作戦

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。
　風邪症状のある人はお家でゆっくり休みましょう！
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。
　(インフルエンザも同様)

＊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。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

12/1～受付中

申込み受付中
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次回は千浜西区の紹介です。お楽しみに♪

さくらサロン
　今年は、みんなで集まる機
会がなかなか設けられません
が月２回程度、サロンに集ま
り一緒に手作業をしたり、お
話する時間を楽しんでいます。

七夕づくり

　納涼祭がなくても、短冊に
みなさんの健康や平和に願い
を込めて、美しい七夕飾りを
作りました。

お菓子をお届け
　一人暮らしのお年寄りのた
めに毎年福祉弁当を届けてい
ますが、取り組みを中止にす
る代わりに立派な和菓子を、
女性クラブが真心を込めてお
届けしました。

～原泉地区福祉協議会～

新型コロナウイルス感染拡大により地域福祉活動にも様々な影響が生じています。
このような状況下でも「集まれなくてもつながる方法」を模索し、活動している地域があります。

　藤塚地区では毎月公会堂にてサロン活動を実施していまし
たが３密を避けるため、3 月から中止が続いている状況です。
　そんなコロナ禍でもサロンの再開を心待ちにしている地域
の方も多く、普段サロンに参加されている方40名の自宅にボ
ランティアが訪問し、在宅でもできる脳トレなどの資料を配布
しています。　
　また、自宅で過ごす時間が多く運動不足も心配されるため、100円ショップで購入した握力を

鍛えることのできるボールをサロン参加者全員にお渡しし、体力低
下に気をつけて頂けるよう声掛けもしています。ただボールを

お渡しするだけでなく、独自のスタンプカードを作成し、
ボールを使った体操をした回数に応じ表彰したり、スタンプ
カードが１ページ埋まるごとに景品をお渡ししています。
　コロナ禍で出来る活動が限られてしまっている中でも、地

域での人と人との繋がりを大切にし、工夫して活動に取り組ん
でくださっています。

「新しい生活様式」を取り入れた
地域での支えあい活動が再開しています。

サロンふじつか
(大渕地区)
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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10月分）※順不同敬称略

●寄付物品
＊戸澤考夫（衛生用品）
＊匂坂光男（日用品）＊白井石材店（タオル）　
＊スーパーサンゼン（マスク）
＊赤十字奉仕団掛川支部（マスク）
＊匿名６件（衣類、衛生用品、マスク、タオル、車いす）

●寄付物品（フード）
＊守屋輝年雄（カップ麺）＊かけがわ苑（麺類）
＊匿名５件（食材、米、缶詰、そうめん他）

◆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：12月25日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：12月９日（水）13：30～15：00
　　　大須賀市民交流センター

●収集物
＊髙橋春香　＊沖一化工㈲　＊㈱セルフウメキ　
＊昭和モータース　＊下俣郵便局　＊大東苑　＊戸塚書道教室
＊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
＊大須賀第一地区福祉協議会　＊七日町いきいきサロン　
＊十王いきいきクラブ　＊南郷地区女性学級サザンセミナー
＊西大谷区ほほえみ桜会　
＊匿名5件

お詫びと訂正
　社協だより11月号P6に「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」と記
載しましたが、正しくは「令和3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」です。
　読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけ
しましたことをお詫びし訂正いたします。

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。

 10（日） 13：00～
16：00
（ 15：30受付終了）17（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

15（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

29（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  8（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（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

１
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

シニアクラブ掛川　掛川支部文化祭
日時：12月７日（月）13：30～
　　　12月11日（金）11：30
会場：22世紀の丘公園「たまり～な」
　　　※12月８日（火）は休館日
内容：作品展（書・絵画・写真・手芸・民芸品等）
　　　10:00～11:30／13:30～15:00
　　　演芸の部（ 感染症対策として無観客動画

配信となります）
【問合せ先】

シニアクラブ掛川支部事務局　☎24-2754

　食べ物がなくて困っている方を対象に食
品の支援を行っています。
・�賞味期限２カ月以上ある未開封の食品が
対象です。
・生鮮食品は受け付けていません。
回収場所　 掛川市役所１F 階段前
　　　　　 社協本所　　大東ふくしあ
　　　　　 大須賀ふくしあ
期　　間　 令和３年１月４日～29日まで
　　　　　 ※土日祝は除きます。

フードバンクにご協力をお願いします
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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。


