
7月27日の大須賀児童館をかわきりに、8月2日大東児童館、8月6・7・8日掛川児童交流館で夏まつりが開催されました。
中学生ボランティア、地域の方のご協力により、幼児から小学生まで多くの参加者で賑わいました。

縁日で工作
・

　ヨーヨー
つり

人形劇も楽しかった
よ

かき氷
　おいしかった～

キョーちゃん
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社協事業
Pick Up 大東児童館・大須賀児童館「移動児童館」について

♡移動児童館とは？
　放課後対策の一環として、各小学校の体育館に児童館の職員が出向き、安心して過ごせる
遊びを提供して、地域の子どもたちに思いっきり楽しんでもらう事業です。
　こうした集団で遊ぶ経験を通して地域の大人や異年齢の友達との交流を図り、思いやりや
協調性を養うことを目的としています。

♡どんな遊びができるの？
　ビッグ風船・長縄・チャレンジランキング・
手作り工作・ドミノ・ブロックなど

♡どこで　いつやっているの？
　放課後に南部の小学校の体育館で年3回ずつ行っています。

♡参加について
　毎回お知らせチラシを学校を通して配布します。申込用紙を学校に提出してください。

♡協力してくださっている方
　民生委員、主任児童委員、老人クラブ連合会大東支部・大須賀支部、地域のボランティア

＜問合せ先＞　大東児童館　☎72-7830　　　大須賀児童館　☎48-5965

　中小学校では学校教育目標「かしこく・やさしく・たくまし
く」の下、「人を思いやる」を合言葉として活動に取り組んでい
ます。
☆「福祉体験学習」：H25年度は4・5・6年の児童を対象に行い
ました。ゲストティーチャーに横山博則さんをお招きして、車い
すでの生活のことを話していただいたり、車いす体験をしたりし
ました。最初は楽しみにしていた子どもたちも車いすが思うよう
には動かないことや、助けてくれる人がいることの大切さなどを
感じました。
☆「小さな親切運動」：身近なところから「人を思いやる」行動
ができるように取り組んでいます。帰りの会に学級全体で一日を
振り返りながら、良い行動を認め合う時間を作っています。

福祉教育への取り組み紹介　～中小学校～

◆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
北部会場
9月27日（金）13:30～15:00
あいり～な2階共用会議室

本所（担当：森）
　☎22-1294

南部会場　9 月より毎月実施することになりました !!

  9月11日（水）
10月  9日（水）
11月  6日（水）
12月11日（水）

大東ふくしあ社協（担当；角替）　 ☎72-1135
大須賀ふくしあ社協（担当：堀場）☎48-5531

【時間】13:30 ～ 15:00
【場所】奇数月：市役所大東支所 3F
　　　 偶数月；大須賀老人福祉センター
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次は上内田地区の紹介です。お楽しみに♪

～桜木地区福祉協議会～
　平成19年に、学習センター福祉部より改組し、7年目。地区福祉協議
会の活動も徐々に地域に浸透してきました。地区の人口は11,459名で、
3,914世帯、高齢化率17.3％ 人口増加の一途です。活動部門は、「高齢
者支援部」「地域支援事業部」「障がい支援部」「子育て支援部」「広報部」
「福祉サポート部」などがあり、多彩な事業活動を展開していますが、
一部を紹介します。
　「さわやか健康教室」介護予防として毎月第2土曜に開催して4年目。
大変好評、仲間作りにもなっています。
　「障がい者児童、家族の茶話会」年2回実施。サポート部員が子供た
ちと遊び、親はグループ懇談を実施。
　今後も地区福祉協議会は誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う役に立てるような活動に取り組んでいきたいと思います。

ゆずりあい駐車場制度とは・・・
　車いす利用者等歩行が困難な方に「利用証」を交付し、駐車時に利用
証を掲げてもらうことで、適切な駐車場の利用を促進する取り組みです。

【対象となる駐車場】
右図のようなステッカーまたは、路面表示がされている駐車場と、
従来の車いすマークの駐車場です。

【問合せ先】
市役所福祉課
☎ 21-1139

掛川市内でゆずりあい駐車場を
設置している民間施設
・掛川信用金庫連雀支店
・アピタ掛川店
・イオンタウン大須賀店
・ベイシア電器大東店　　等

『ゆずりあい駐車場制度』をご存知ですか？

災害用仮設トイレ（車イス対応）の紹介もしもの時！避難所でのトイレ設置が急務です
車椅子友の会掛川支部よりお知らせ

　車いす利用者は、災害時に使用できるトイレがないと避
難生活が困難となります。
　このため、昨年度、車椅子友の会掛川支部が赤い羽根共
同募金会の助成を受けて、簡易式の車椅子対応トイレを購
入しました。このトイレはユニバーサルデザインの原則に
立ち、一般用トイレと兼用ができ、幅広く障がいのある人
にも体力を消耗しないで利用できるよう開発されたものです。
　貸出を行っておりますので、ぜひ各地域の防災訓練など
に展示を検討ください。
所　　　有：車椅子友の会掛川支部　（代表　横山）
問い合わせ：本所（保管管理）　　☎ 22-1294　（担当　岩崎）

市役所大須賀支所駐車場

『福祉講演会」

「さわやかサロン」

3

かけがわ社協だより　平成25年９月号

ふくしの
　　　知

識



と　き：平成25年10月５日（土）10：00～
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：生クリームどら焼き
対　象：小学１、２年生　20名
持ち物 ： 参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・

ふきん2枚・手ふきタオル・飲み物・持ち帰
り用タッパー 

申込み：９月21日（土）～　先着20名
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

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）

TEL　48－5965

掛川児童交流館
（総合福祉センター（あいり～な）本館 3階）

TEL　24－0822

日 曜
日 時間 行　　事 日 曜

日 時間 行　　事 日 曜
日 時間 行　　事

2 水 10:00 こあらくらぶ 2 水 10:00 つくしんぼ１・２歳児
なかよし運動会 2 水 10:00 ママとちびっこ広場

3 木 10:00 うさぎくらぶ
4 金

10:00 親子の広場
5 土

10:00 手作りクラブＡ

5 土
10:00 キッズクッキング 11:00 お話の広場 13:30 手作りクラブＢ

14:00 大ちゃん先生と体操遊び
5 土

10:00 スポーツチャレンジクラブ 10 木 15:00 作ってあそぼう

10 木 10:00 リズムランド 13:30 一輪車クラブ 16 水 10:00 ママとちびっこ広場

19 土 10:00 なんでも体験クラブ 19 土 10:00 ＯＳＫあそびクラブ 18 金 10:00 ボディケア教室

31 木 10:00 にこにこタイム 23 水 10:00 リズムの広場 20 日 10:00 ふれあい広場

26 土 13:30 クッキングクラブ
9/21㈯ ９時受付開始 25 金 10:00 ち～ちゃいもん合同

26 土 10:00 小学生広場サイエンス

27 日
10:00 サンデーパパ

10:00 あそんじゃおうクラブ
と　き：９月29日（日）８：45～11：30
ところ：掛川児童交流館３Ｆプレイルーム
内　容：事前学習・赤ちゃんとの触れ合い
対　象：中・高校生20名
持ち物：筆記用具（服装は体操服）

申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業
～中・高校生参加者募集～

ふれあい広場でいろいろな福祉体験をしてみよう。
新しい出会いや発見があるよ。

と　き：10月20日（日）10：00～13：00（受付9：50）
ところ：掛川市学習センター

※大須賀・大東の子は行き・シャトルバス
　（時間・場所は後日参加者に連絡します）
※掛川地区の子は現地集合
※帰りは全員現地解散（お迎えをお願いします）

内　容：車いす・手話・点字体験など
対　象：市内小学１年生～６年生（大東・大須賀それぞれ10

人・掛川地区20人）
持ち物：お弁当・水筒・筆記用具・おこづかい（金額はお家の人と相談）
              ※ふれあい広場に売店ブースがあります
申込み：９月７日（土）9：00～
申込み・問合せ先：大東児童館　　 ☎72-7830
　　　　　　　　　大須賀児童館　 ☎48-5965
　　　　　　　　　掛川児童交流館 ☎24-0822

ふれあい広場で子ども福祉体験ツアーに参加しよう！

と　き：９月28日（土）13：30～15：30（受付 13：15～）
ところ：大須賀中央公民館３Ｆ調理室
内　容：バナナチョコのカップケーキ
対　象：小学生20名（申込制）自分で申し込んでね！
持ち物：参加費100円・エプロン・マスク・三角巾・ふ

きん2枚・手拭きタオル・タッパー・飲み物
※休むときは、必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
申込み：９月３日（火）15:00～　
申込み・問合せ先：大須賀児童館
　　　　　☎48－5965

クッキングクラブ

キッズクッキング
～赤ちゃん親子も同時募集します～

対象：４ヶ月～１歳６ヶ月（首がすわっている子）20組
ママやパパは「くびれダンシング」でリフレッシュ！
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10月
行事予定 大東

児童館

掛川児童
交流館大須賀

児童館

かけがわキューピー
　　おもちゃ図書館は…
ふれあい広場（10月20日）
に参加のため、おやすみです。

活動時間・内容等変更する場合がありますので、毎月の「児童館だより」・「交流館だより」または、児童館ホームページをご覧
ください。（※「e- じゃん掛川」のホームページからも児童館・交流館だよりをご覧いただけます。）
申込み・内容については各館にお問い合わせください。



報告 報告

募集

募集

被災地支援バス参加者募集！
日　　程　平成25年11月15日（金）～18日（月）
　15日（金）19：00　掛川市役所出発
　16日（土）大槌町　社協職員の話・現地視察・現地で活動
　17日（日）陸前高田市　活動（炊き出し、いも汁など）・語り部による話・現地視察
　18日（月） 8：00　掛川市役所帰着
定　　員　30名　参加費 1人15,000円　（別に食事代等の個人負担がかかります。）
募集条件　健康状態が良好であること。市内在住在勤の方を優先させていただきます。
受　　付　 9月17日（火）9：00より開始　締め切りは10月25日（金）　※定員に達し次第受付終了。
備　　考　事前説明会　11月 1 日（金）19：00～21：30
　　　　　報　告　会　11月29日（金）19：00～21：30
　　　　　会場は掛川市総合福祉センター（掛川市掛川910－1）の 2階・共用会議室
主　　催　掛川市社会福祉協議会　東日本大震災支援掛川市民の会
申込み・問合せ　本所　TEL 22－1294　FAX 23－3319
※募集チラシは掛川社協本所、東部、大東、大須賀の各ふくしあ窓口で配布しています。

映画「逃げ遅れる人々」上映会のおしらせ
東日本大震災で被災した障害者とそこに
関わる人々の証言をもとにした映画です。

開催日　 9月28日（土）13：30～16：15
会　場　掛川市徳育保健センター（掛川市御所原 9－28）
内　容　①映画「逃げ遅れる人々」上映（74分）
　　　　②監督・出演者によるトークショー（60分）
主　催　掛川市ボランティア連絡協議会　掛川市社会福祉協議会　協　力　車椅子友の会掛川支部
申込み・問合せ　本所　TEL 22－1294　FAX 23－3319

今、被災地が求めていること（防災講座）
7 月28日（日）総合福祉センターにおいて防災講
座を開催しました。岩手県山田町社協・復興支え
愛センターの阿部寛之所長を講師としてお招きし、
3 .11の当時の様子、センターの取り組み、発災
から 2年を過ぎた山田町が今求めていることなど
についてお話をいただきました。被災後の住民コ
ミュニティの低下や、被災状況に
よって起きる支援の格差など、
様々な課題が出され、住民のだれ
もが集い、楽しみ、考え、行動を
起こせる場所が求められています。
参加者からは「参考になる点が多
く、今後に活かしたい」という声
が聞かれました。（参加者52名）

第33回サマーショートボランティア
　夏休みを利用して、県ボランティア
協会・掛川市社会福祉協議会共催によ
るサマーショートボランティア活動が
行われました。この活動は、中学生か
ら社会人までを対象に、県内の社会福
祉施設・社会教育施設での体験を通し
て施設で働く人や生活をしている人た
ちと接し、生きる
ことの尊さとボラ
ンティアや福祉に
対する理解を深め
ることを目的に行
われています。

行き先
　岩手県

大槌町と
陸前高田市

山田町社協
阿部寛之氏

入
場
無
料
で
す
が

事
前
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
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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

ボランティアに関する相談・問合せは　ボランティアセンター・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで



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。　

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）
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 6（日） 13：00
～
15：3020（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 4（金）
13：00
～
16：00

18（金）
市役所大東支所3F（72-1135） 11（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 25（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 15（火）

 9：00
～
12：00

介 護 相 談 本所（22-1309）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

ボランティア
相 談

ボランティアセンター（24-6263）
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）

福祉総合相談 東部ふくしあ社協（23-4720）

本所（22-1294）
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）子育て相談

10 月の相談日のご案内

善意をありがとう
（平成25年7月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊わくわくフリーマーケット　＊掛川山野草同好会
＊ジャンボエンチョー掛川店　＊匿名3件
●寄付物品
＊芝田修（介護用品）　＊赤井亜紀子（玩具）
＊榑松雅晃（タオル）　＊榛葉フジ（文房具）
＊㈱成昭工業（タオル）　　＊㈱美笠園（水出し茶）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊旭ケ丘サロン水曜会（雑巾）
＊匿名1件（未使用切手等）
●収集物
＊塩谷さき美　＊近藤光博　＊髙井康世　＊高橋春香
＊竹嶋実智子　＊㈱ギャバン東海工場　＊㈱サンエイ
＊ドーピー建設工業㈱　＊㈱お茶の里城南　
＊掛川市役所　管財課　都市政策課　福祉課
＊匿名3件

 
あたたかい心を

ありがとうございます。
　大東紙業㈱様からイオンタウン大須賀店
での古紙回収分として296,940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。

～「見守り」と「支え合い」の地域づくり　～

市社協では を推進しています。小地域福祉ネットワーク活動
掛川市社協では、「誰もが安心して心豊かに暮らしたい」という願いを実現する為に、
地域の人と人とをつなぐ「小地域福祉ネットワーク活動」を推進しています。

○小地域福祉ネットワークとは
　日常の生活をする小地域を単位に、高齢者や障がい者のお宅などを、近隣住民やボランティアが見守り、必
要な支援を行うことによって、安心して暮らすことのできる地域をつくることを目的として行われる活動です。

◎この取り組みについて
　掛川市社協 地域福祉係　（TEL 22-1294）
　　　　　　　※お気軽にご相談下さい。

昔ながらの地縁が薄れてきている中、地域において安定した
支援を継続できる仕組みづくりが求められています。

※支援員型⇒ネットワーク支援員を選出して心配な方への声かけ等の支援方法
※地縁型　⇒昔からの地縁のつながりを活かした実施の方法

取り組み状況
※ H25 年 4 月調査 （市内 201 自治区中）

（準備中 10 区・検討中 50 区）

◎実施区　支援員型 :33 区 地縁型 :30 区
◎現在準備中・検討中の区　60 区

お　詫　び
　8月号P6「善意をありがとう」（平成25年6月分）
寄付物品の欄にお茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子
等）の記載漏れがありました。
　お詫び申し上げます。
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