
　9月20日（金）大須賀アイク会場にて、第5回シニアクラブ掛川輪投げ大会が開催されまし
た。本年は「老人クラブ掛川」が「シニアクラブ掛川」の愛称になってから初めての大会で、
32チーム192人の選手が参加し、大熱戦が繰り広げられました。
　優勝「高瀬入山瀬米友会」準優勝「城北町福寿会」の両チームは、県大会出場権を手に入れま
した。また個人優勝は88点という高得点の「雨垂　長寿会A　大石藤男」さんでした。

キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
掛川市掛川 910-1

総合福祉センター（あいり～な）本館２階
TEL ２２－１２９４
FAX ２３－３３１９

南部大東ふくしあ
社会福祉協議会
掛川市三俣620
市役所大東支所１階
TEL ７２－１１３５
FAX ７２－６６７７

南部大須賀ふくしあ
社会福祉協議会
掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
TEL ４８－５５３１
FAX ４８－１０１３

ホームページ　http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

申込み・問合せは
こちらまで
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12月2日より「西部ふくしあ」がオープンします！
「西部ふくしあ」が12/2(月)より開所します。市社会福祉協議会の
職員も2名配置しますので、何か生活の中で困ったことがありまし
たらご連絡下さい。車いすと福祉車両の貸し出しも行います。

場所　掛川市下垂木1270-2（旧桜木幼稚園跡地）
TEL　29-6192　　FAX 29-6193

平成25年度　静岡県健康福祉大会開催
　10月22日（火）、静岡県コンベンションツアーセンター「グランシップ」にて、平成25年度静岡県健
康福祉大会が開催されました。「～命を支えるということ～＂がんばらない”けど＂あきらめない”」と
題し諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏に講演をいただいた後、式典では、社会福祉の推進や健康増進活
動に功績のあった個人・団体が表彰されました。　　　（敬称略・順不同）

（保護司）
大井潔空
鈴木宏昌

（社会福祉法人・施設）
佐藤明子
森　利光
長谷川敦子
河原崎明人
杉森和美

鈴木さおり
田辺敦子
大橋恵子
國京美智子

（社会事業協力者）
石神義一
榛葉豊一
鈴木くわ子
川合久美子

大石久美枝
細川勝美
富口雅子
小林房枝
油井和子
原田駅の会
三井シニアクラブ
柳澤賢一
柳澤正敏

伊藤公一
髙塚洋子

（社会福祉協議会職員）
嶋　成子
伊藤敏子
藤田さと子
森　克之

『消費者トラブルと成年後見制度の利用』
　市内各会場全３回の講座プログラムを通して「成年
後見制度」の基礎や、悪徳商法等に巻き込まれないた
めの知識を学びます。
詳細は『NPO法人　静岡県成年後見サポートセン
ター』ホームページまたは☎053-489-9200（岩崎）
までお問い合わせください。

大東市民交流センター会場
①11/ ９（土）②11/16（土）③11/23（土）

大須賀市民交流センター会場
①11/30（土）②12/14（土）③12/21（土）

掛川市総合福祉センター会場
①H26．１/25（土）②２/１（土）③２/22（土）
時間は各日共通９：30～ 11：30

募集

社協事業
Pick Up 社協はいろいろな相談を受け付けています

♥誰が相談にのってくれるの？
　民生委員・児童委員、法律に詳しい人、社協職員
♥いつどこでやっているの？
　毎月の社協だより最終ページ、広報かけがわを見てね。

いろいろな悩みを
一緒に考えましょう。

生活全般
最近物忘れが多くて困っている
私の使える福祉サービスってあるの？

結婚
良い相手と
巡り合えるかな♥

子育て
しつけ、発達
生活習慣

心配ごと
土地、財産、家族、離婚
の問題で心配している

お金
緊急で一時的に
困っているので相談
したい
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　今年も10月１日から赤い羽根共同募金運動が始ま
りました。掛川駅や大型ショッピングセンター等の前
では、共同募金運動のPRと、募金のお願いをしまし
た。運動期間中、地域で職場で窓口で、募金活動が行
われています。
みなさまのご協力をお願いします！

シニアクラブ掛川　掛川支部文化祭
作 品 展：12月２日（月）～６日（金）
内　　容：書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　　演芸大会（歌の部）　　　　　12月4日（水）
　　　　　演芸大会（舞踊その他の部）　12月5日（木）
　　　　　※12月3日（火）たまり～な休館日
会　　場：22世紀の丘公園　コミュニティセンター「たまり～な」

問合せ先
シニアクラブ掛川支部事務局
� ☎24-2754

◎街頭募金のご報告
【JR掛川駅前】� 31,285円
【しずてつストア掛川店前】� 9,221円
【カインズホーム掛川店前】� 8,293円
【アピタ掛川店前】� 20,414円
【大東ショッピングプラザピア前】� 16,405円
【リベロ大東店前】� 21,361円
【カインズホーム大東店前】� 12,881円
【マックスバリュ大須賀店前】� 17,779円
【ナフコ大須賀店前】� 3,377円

次は大坂地区の紹介です。お楽しみに♪

～粟本地区福祉協議会～
　粟本地区は、初馬、水垂、葛ヶ丘から成っています。粟本地区福祉協議会は、様々な事業
を通して福祉が向上するよう活動しています。粟本地区は、初馬、水垂、葛ヶ丘から成って
います。
　今年「先輩地区民のつどい」は28回目を迎え、190名の参加者を得て開催されました。
４名の方の意見発表つぶやきも３年ぶりに復活し、午後は演芸大会と大変楽しく賑やかに行
われました。
　この地区では、現在5つのサロンがボランティアの方々の
ご協力で実施されています。なかでも高齢者食事サロン「す
みれ会」は発足15年目、今なお活発に活動しています。
　見守りネットワーク活動も１年半ほど経過し、いろいろな
課題を抱えながらも「向こう三軒両隣精神」が浸透すること
をめざしています。
　安心で住み良い粟本地区になるよう協議会が一丸となり努
めてまいります。

ただ今、赤い羽根共同募金運動を実施しています！

運動期間　10月１日～12月31日

先輩地区民のつどい

3

かけがわ社協だより　平成25年11月号



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

4 水 10:00 こあら・うさぎ 
合同クリスマス会 4 水 10:00 つくしんぼの広場１・２歳合同 4 水 10:00 ママとちびっこ広場

7 土 14:00 大ちゃん先生と体操遊び 5 木 10:00 リズムの広場 7 土 10:00 けん玉の日

11 水 10:30 らっこくらぶ
6 金

10:00 親子の広場 12 木 15:00 作ってあそぼう

12 木 10:00 リズムランド 11:00 お話の広場 13 金 10:00 ボディケア教室

14 土 13:30 キッズクッキング

7 土

10:00 スポーツチャレンジクラブ 15 日 10:00 サンデーパパ

18 水 10:00 にこにこタイム
13:30 クッキングクラブ

11/20（水） 15時受付開始
18 水 10:00 ママとちびっこ広場

21 土 10:00 なんでも体験クラブ
おそうじ＆もちつき会

19 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ（１歳児)

14 土 9:00 一輪車マラソン大会 20 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児)

25 水 13:30 おたのしみ館（人形劇） 21 土 10:00 おたのしみ館クリスマス会
21 土

10:00 手作りクラブＡ

13:30 手作りクラブＢ

22 日 10:00 あそんじゃおうクラブ

25 水 13:30 中学生講座（シルバーペンダント作り）

27 金 10:00 わくわく広場（大そうじ）

おもちゃ図書館

年末年始の休館日について
掛川児童交流館は、12月29日（日）～1月4日（土）まで休館します。
大東・大須賀児童館は、12月28日（土）～1月6日（月）まで休館します。

と　き：平成25年12月14日（土）13：30～
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学３～６年生　20人
内　容：クリスマス　トナカイケーキ
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：11月30日（土）9:00～受付開始
問合せ先：大東児童館　　☎72－7830

と　き：平成25年12月21日（土）10：00～12：00
ところ：大東児童館　なかよしホール
対　象：なんでも体験クラブ員・一般小学生　20人
内　容：児童館の大掃除・もちつき会
持ち物： 雑巾・手ふきタオル・タッパー（お餅を入れる

容器）・お箸・参加費100円
申込み：11月26日（火）15:00～受付開始　先着20人
問合せ先：大東児童館　　☎72－7830

キッズクッキング

おたのしみ館
おそうじ＆もちつき会

申込み制

申込み制

と　き：平成25年11月27日（水）10：00～11：00
ところ：大須賀児童館　遊戯室 （受付 ９：45～）
対　象：４ヶ月～１歳６ヶ月児をもつ親
内　容：講演会
持ち物： 赤ちゃんに必要なもの（おむつ、着替え、飲み物など）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　　☎48－5965

と　き：平成25年11月30日（土）９：00～14：30
集　合：掛川児童交流館
対　象：小学生20人
内　容： 交流館から公園まで１時間位歩いて行きます。公園で

思いきり遊んでから、路線バスに乗って帰ってきます。
持ち物：弁当・水筒・タオル・おやつ・バス代100円
申込み：11月２日（土）～受付開始
問合せ先：掛川児童交流館　　☎24－0822

すくすく広場

22世紀の丘公園（たまりーな）に行こう！

参加者募集中！

申込み制
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12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…
障がいの有る無しを問わず
おもちゃを通して交流を深め、
みんな一緒に遊ぶ場です。

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。
行事等で撮影した写真は、交流館内での掲示、おたより、HP 等への掲載に使わせていただくことがあります。ご了承ください。
また、支障がある方は職員までお申し出ください。

12月は…
15日㈰
10:00～15:00



報告

報告

募集

募集

“届いていない”障がい者の声（映画「逃げ遅れる人々」上映会）
　９月28日（土）徳育保健センターにおいて映画
「逃げ遅れる人々」の上映会を開催しました。この
映画では、避難所からの受入れを拒否された障がい
者や歩く事が難しい為、仮設住宅から自由に出かけ
ることができない方の話など、震災によって派生し
た様々な課題について取り上げられていました。
　上映後、監督の飯田基晴氏、出演者の小野和佳氏
をゲストにトークショーを開催。ゲストからは「福
祉避難所は、市民にあまり知られていない。もっと
必要性を伝えていくべき」「避難所マニュアルなど
の作成について、障がい者の声を聞く機会を設け、障がい者自身もがもっと声をあげてい
く必要がある」などのお話をいただきました。� （参加者１３８名）

サンタの格好をした青年ボランティアがあなたの
お宅にプレゼントをお届けします♪

・ご自宅が掛川市内であること
・６歳以下のお子さんがいること
・宅配日にご自宅にいること
　プレゼントは応募者側でご用意ください。
募集：先着20軒
宅配日：12月23日（月）17:30～21:00
募集開始：11月18日（月）９：00～
申込み・問合せ先：本所☎22-1294（担当：春田　片岡）

宅配サンタ掛川inかけがわ
～サンタにプレゼントを届けてほしいお宅募集～

第30回中日ボランティア賞
サークル声が受賞！

　１０月１６日（水）に第３０回中日ボラン
ティア賞の贈呈式が開催され、掛川から
は音訳ボランティアの「サークル声」が
受賞されました。３５年に亘り、目に障が
いがある方のために、市の広報などを音
訳し、「声の広報」を届けてきました。
聞き取りやすいよ
う、安定した速度
で話し、利用者か
ら喜ばれています。

目に障がいがある方が楽しめる
ブラインドテニス　ボランティア募集
　ブラインドテニスとは目
が見えなくてもプレーでき
るように工夫したショート
テニスです。私達と一緒に
プレーや補助をしてくださるボランティアを
募集しています。お気軽にお電話ください。
開催日：１１月2３日（土）１０:００～１６:００
会　場：総合福祉センター「あいりーな」
　　　　福祉活動館（掛川市掛川9１０－ １）
持ち物：運動できる服装、体育館履き、飲み物
問合せ：☎０9０-7６００-722１（塚本）

応募条件
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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

 1(日) 13：00
～
15：30

 8(日)
15(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 6(金)
13：00
～
16：00

20(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 13(金)
市役所大須賀支所1F（48-5531） 27(金)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所）  9(月)

 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
本所（22-1294）

東部ふくしあ社協（23-4720）
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 本所（22-1309）
随時受付

12 月の相談日のご案内

善意をありがとう
（平成25年9月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊ブリヂストンエラステック労働組合
＊掛川市歌謡連盟　＊匿名1件
●寄付物品
＊加藤隆司（介護用品）　＊中村貴志（玩具他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊㈱ダイナム静岡掛川店（洗剤他）
＊匿名1件（タオル）
●収集物
＊秋山泰規　＊中嶋勇司　＊嶋幸子　＊増本明依
＊㈱幸栄グラフィック　＊オートガレージ掛川
＊㈱ギャバン東海工場　＊掛川タクシー㈱
＊海坂発行所　＊勤労者協議会　＊匿名6件
●東日本大震災義援金（中央共同募金会経由被災地）
＊ボランティア連絡協議会大東支部

 
あたたかい心を

ありがとうございます。
　積水ハウス㈱静岡工場夏祭り実行委員様
から241,297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。

◆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29日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：11月６日（水）13:30～15:00
　　　大東支所３階・会議室

介護をされているみなさん
『リフレッシュの会』に参加しませんか？ 登録運転手募集
　在宅介護をされている方を対象にリフレッシュの会
を行います。美味しい食事や仲間との会話…笑顔あふ
れる時間を一緒に過ごしましょう。

日　　時：11月13日（水）９:00～15:00
行 き 先：つま恋（会食・交流会）他
出発時間：大須賀支所（９:00）
　　　　　→大東支所（９:15）
　　　　　→生涯学習センター（９:55）
参加対象： 高齢者を介護している家族等
申込締切：11月５日（火）まで
参 加 費：1,200円（当日集金）
　　　　　※会員は800円

申込・問合せ  
大東ふくしあ社協（担当：角替）☎72-1135

◆在宅介護者の会　会員募集中！

業務内容： 主として大東区域生きがいデイサービス利用
者の送迎

勤 務 地：老人福祉センター山王荘
勤務日数：月９日程度
　　　　　１日２時間（９:00～10:00、14:00～15:00）
給　　与：時給920円　※交通費なし
免　　許：普通免許、概ね65歳くらいまで
問合せ先：山王荘
　　　　　☎72-5370（担当：石川）

業務内容： マイクロバスによる高齢者及び福祉団体の送
迎（土日依頼あり）

給　　与：時給920円　※交通費なし
免　　許：大型免許、年齢70歳以内
問合せ先：社会福祉協議会（たまり～な）
　　　　　☎24-2754（担当：松井）

業務内容：学童保育所利用児の送迎
勤 務 地：大東支所（南部大東ふくしあ社協）
募集人数：１名
勤務日数：週２～３日程度　１日１時間位
　　　　　（基本14:00～15:30児童の下校時間による）
給　　与：時給920円　※交通費なし
免　　許：普通免許、概ね65歳ぐらいまで
問合せ先：本所　地域福祉係
　　　　　☎22-1294（担当：増田）
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