
　「キョーちゃん」は掛川市社会福祉協議会のマスコットキャラクターです。顔は掛川市の花「桔梗」、頭には掛川市の
鳥「うぐいす」そしてしっぽは掛川市特産の「お茶の葉」、名前は「社会福祉協議会」の「きょう」と「共同募金」の
「きょう」、桔梗の「きょう」で「キョーちゃん」です。福祉を身近に感じてもらおうと作成しました。これからもよろ
しくね。
　大東、大須賀児童館・掛川児童交流館の子どもフェスタでキョーちゃんのお披露目がありました。

掛川市社協キャラクター『キョーちゃん』です
よろしくね♪

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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包括エリア 該当地域 地区担当窓口 担当者

中部 掛川第三、城西、掛川第五
南郷、西南郷、上内田、曽我

掛川市社会福祉協議会
掛川910－1� ℡22-1294

児玉
岩瀬

西部 西郷、原泉、原田、原谷
桜木、和田岡

西部ふくしあ（社協）
下垂木1270－2� ℡29-6192

森
石川

東部 第一小、西山口、東山口
日坂、東山、粟本、城北、倉真

東部ふくしあ（社協）
薗ヶ谷881-1� ℡23-4720

武蔵島
村松

大東 千浜東、千浜西、国浜、三浜
浜野、大坂、土方、佐束、中

南部大東ふくしあ（社協）
三俣620� ℡72-1135

春田
佐藤

大須賀 大須賀第一、大須賀第二
大須賀第三、大渕

南部大須賀ふくしあ（社協）
西大渕100� ℡48-5531

堀場
大場

　私たちが暮らす地域の中で、さまざまな「困ったこと」「こうなったらいいな」というこ
とを住民のみなさんと、行政、福祉関係者が力をあわせて、課題解決をしていく活動です。

・福祉車輌、車椅子の貸し出し　・地域出前講座の開催
・サロン活動の支援　・各種相談事業（介護相談・心配ごと相談・子育て療育相談等）
これらのことについて相談・お問い合わせなどございましたら
お近くの社会福祉協議会までご連絡ください。

市内には地区の地域福祉を進める組織があります。その組織を横につなぐ「地
区福祉協議会連絡会」の事務局を社協が担当しています。各組織が協力、連携
しあいながら市内の地域福祉を推進しています。
平成26年度　地区福祉協議会連絡会役員の皆様です。（敬称略）
　会　長　赤堀博（大東・土方）
　副会長　角皆勇（中部・上内田）榛葉進（西部・桜木）伊藤至昭（東部・粟本）
　　　　　服部政美（大須賀・大須賀第二）

　高齢者の健康と生きがいづくりの一環とし
て、生きがい教室を開催します。
　仲間と楽しく身体を動かしましょう♪
対象：市内在住60歳以上の方
申込方法：6月２日（月）
� 午前９時から電話受付 　　　　
申込先：大須賀老人福祉センター
� ☎48-5965（平日のみ） 　　　

大須賀老人福祉センター会場

フラダンス教室

開催日 6月23日（月）、7月22日（火）
8月25日（月）

時　間 10:00～11:30

定　員 25人（申込順）

参加費 200円×3回分

持ち物 飲み物、タオル、動きやすい服装

「地域福祉」ってなに？

掛川市社会福祉協議会では
� 皆さんと共に、地域福祉を推進します♪

高齢者生きがい教室参加者募集
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本所
（事務局・介護部門・かざぐるま・児童交流館・心配ごと相談・結婚相談）

事務局　☎22-1294　　介護部門　☎22-1309
掛川910-1　掛川市総合福祉センター「あいり～な」（旧掛川東高校校舎）内

本所アクセス：「テーラー松浦」様看板を目印に東進

各ふくしあの詳細については、P2をご覧ください。

～中地区センター福祉部～
　中地区では地区センターの福祉部として活動を行っています。
　福祉部員の構成は地区区長会、民生児童委員、地区福祉委員、日赤奉仕団、女性の会、保健活動委員、
老人クラブ、ブロック長等総勢29名となっております。
　本年度は敬老会を主管する他地区ふれあい交流会、健康講座を開催し、昨年からスタートした小地域見
守りネットワーク事業の更なる充実を図っていきたいと思います。

社会福祉協議会はここにあります

次は西山口地区の紹介です。お楽しみに♪

小地域見守りネットワーク事業支援員説明会 ふれあい交流会

自転車店

テーラー松浦様
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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）

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 つくしんぼの広場２歳児 1 火 10:00 双子・三つ子の会

3 木 10:00 うさぎくらぶ 3 木 10:00 つくしんぼの広場１歳児 2 水 10:00 ちびっこ広場

5 土 13:30 ダンスクラブ（アイク）
4 金

10:00 親子の広場 3 木 10:00 孫と遊ぼう

10 木 10:00 リズムランド 11:00 お話の広場 8 火 15:00 親子であそぼう

12 土 10:00 体操遊びクラブ（大坂小） 5 土 10:00 アートクラブ 10 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ

16 水 10:00 にこにこタイム 9 水 10:00 つくしんぼの広場１．２歳児 11 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ

19 土 10:00 農業体験クラブ（けっとら市）
12 土

10:00 わくわくキッズクラブ 12 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

26 土 13:30 キッズクッキング 13:30 一輪車クラブ 16 水 10:00 ちびっこ広場

30 水 10:30 らっこくらぶ 18 金 10:00 すくすく広場
20 日

10:00 ハンドメイドクラブＡ

19 土 10:00 わくわくキッズクラブ 13:30 ハンドメイドクラブＢ

25 金
13:30 夏まつり 26 土 10:00 囲碁体験教室

後日連絡 わくわくキッズクラブ 27 日 10:00 サンデーパパ（夏まつり）

26 土 10:00 クッキングクラブ6/21(土)15時受付開始 29 火 13:30 ドミノで遊ぼう
29 火 11:00 つくしんぼ広場（プールの日）※自由参加 30 水 10:00 小学生広場（夏休み工作教室)

31 木
10:00 性教育ワーク

13:30 体育館で遊ぼう

おもちゃ図書館

と き：７月５日(土)　10：00～12：00（受付11：30まで）
ところ：大須賀児童館　図書室
対　象：年少～小学生（未就園児は保護者と一緒に作ります）
内　容：たなばた飾りを作ろう
持ち物：のり、はさみ、クレヨン、色鉛筆などある子は持ってきてね。

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

アートクラブ（自由参加）
と き：６月29日（日）　10：00～12：00
ところ：掛川総合福祉センターあいり～な　共用会議室集合
対　象：未就学児親子10組
内　容：�缶ぽっくりを作って遊び、みんなでかき氷を食べます
持ち物：参加費３００円・水筒・帽子・タオル

申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ『缶ぽっくり＆かき氷やさん』

と き：６月26日（木）　10：00～11：00（受付９：50～）
ところ：大須賀児童館　図書室
対　象：４ヶ月～２歳のお子さんをおもちの保護者20名
内　容：子育て講演会　　日本家庭教育会　講師小金澤　奈瑠恵先生
持ち物：赤ちゃんに必要なもの（おむつ、着替え、飲み物など）
託　児：先着10名まで（有料）詳細は児童館までお問い合わせください。

申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

すくすく広場子育て講演会参加者募集

と き：７月３日（木）　10：00～11：00
ところ：掛川児童館プレイルーム
対　象：１～３歳児とその祖父母　20組
内　容：七夕飾り作り・バスタオル遊び・パネルシアター
持ち物：水筒

問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

孫とあそぼう（自由参加）
『七夕かざりとタオル遊び』

と き：平成26年６月28日（土）
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学１～６年生　20人　（自分で申し込んでね！）
内　容：～＊しゅわふわ＊～＊ハワイアンパンケーキ＊～
　　　　＊ヨーグルトを使ったパンケーキをジャムと
　　　　　生クリームでデコレーション＊
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：６月３日（火）　15：00～受付開始　先着20人

申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング

参加者募集中！
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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。
（※掛川市社会福祉協議会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。

７月は…
20日㈰
10:00～15:00

７月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



参加者募集

参加者募集

日時 会場 内容

1
６月28日（土）
10：00～12：30

掛川市総合福祉センター
「あいり～な」２階共用会議室

＜講義＞
傾聴ボランティアとは

2
６月30日（月）
� ～７月11日（金）
のうち１日（平日）

市内高齢者施設
＜実習＞
傾聴ボランティア体験
・実習１時間、記録の記入１時間

3
７月12日（土）
10：00～12：30

徳育保健センター 体験事例の振り返り

傾聴ボランティア養成講座

市民地域福祉セミナー

人と人との繋がりが最も求められている今、話す人の心に寄り添う「傾聴ボランティア」が
注目を浴びています。「人の話を聴く」ということについて学んで、地域の中で活動をして
みませんか？

広く市民の皆様に地域福祉の必要性や小地域福祉ネットワーク活
動について知っていただくセミナーです。ぜひご参加ください。
日　時：７月18日（金）13:30～15:30
会　場：生涯学習センター2階第4会議室
演　題：「地域での支え合いの大切さ」
　　　　～超少子高齢化・無縁社会の中で～
講　師：駒澤大学　准教授　川上富雄氏
対　象：一般市民　140名
参加費：無料
問合せ・申込み先：本所　☎22-1294（担当：児玉・武蔵島）

講　師：筑波大学大学院博士後期課程　　横山貴美子氏
定　員：30人
参加費：500円（保険代、資料代）当日集金
　　　　※ボランティア活動保険加入者は保険代300円は不要
対象者：どなたでも。ただし、全日程参加できる方
受　付：６月６日（金）９：00より受付開始
　　　　※定員に達し次第受付終了
問合せ・申込み先：本所　☎22-1294（片岡・小関）
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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



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
～
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）

 4(金)

13：00
～
16：00

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)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 30(水)

 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）
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）

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

７月の相談日のご案内

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
（平成26年４月分）※順不同敬称略

●寄付金

＊黒田満　＊カサブランカ　＊匿名１件

●寄付物品

＊吉野倫充（玩具）

＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）

＊匿名７件（玩具３件、靴べら、組みひも用ひも他）

●収集物

＊中山町子　＊加藤冷子　＊高橋春香　＊近藤光博

＊神谷昭代　＊森下和子　＊吉村信江　＊嶋幸子

＊春田好文　＊尾崎美千代　＊青山俊夫

＊海坂発行所　＊（有）平野建材

＊掛川市赤十字奉仕団　掛川支部　＊柏平６組

＊第３地区民協　＊掛川市役所　市民課　福祉課

＊匿名６件

◆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：６月27日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：６月11日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター

夏休みアルバイト募集!
～学童保育所夏休み臨時指導員～ 参加者

募集!!
◆家族介護支援事業◆
介護教室「訪問看護」について

在宅で介護をするときの心強い味方の訪問
看護について勉強してみませんか？
お申込みをお待ちしています♪
日時　６月24日（火）13：30～15：00
会場　総合福祉センター�２階�共用会議室
内容　訪問看護について
　　　�～病気や障害があっても自宅で安心

して暮らすために～
講師　赤堀奈緒子氏
　　　（訪問看護ステーション掛川所長）
参加対象　高齢者を介護している家族等
申込締切　６月16日（月）

対象　55歳位までの方（大学生・専門学校生可）
期間　７月20日～８月31日（予定）の間
　　　１日５時間程度（勤務日・時間応相談）
場所　�中央小・西山口小・佐束小・大坂小・土

方小・千浜小・大渕小のいずれかの学童
保育所

　　　※�時間、勤務日、募集人数等は各学童に
よって異なります。

　　　※�夏休み以降も継続的に勤務に入れる方
も募集しております。

　　　※詳細は下記までご連絡下さい。
申込締切　６月27日（金）
申込・問合せ先
☎22-1294（担当：増田・児玉）

在宅介護者の会・会員募集中！

申込み・問合せ先
　　　本所　☎22-1294
� （担当：岩瀬）
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