
　南体育館「しーすぽ」において、32チーム192人の選手が参加し、第６回シニアクラブ掛川輪投げ大会が盛会に
開催されました。今年度の優秀チームは以下の通りです。
　優勝掛川支部城北町福寿会、準優勝掛川支部八坂楽寿会、3位掛川支部富部長明会と大須賀支部東本町･中本町･愛
寿会Ａでした。上位２チームは、12月５日の県大会に出場します。

第６回
シニアクラブ掛川輪投げ大会

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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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

　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！

平成26年度　静岡県健康福祉大会開催
　10月24日（金）、静岡市民文化会館にて、平成26年度静岡県健康福祉大会が開催されました。
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・団体が表彰された後、「からだ上
手　こころ上手」と題し、明治大学教授の齋藤孝氏の講演がありました。（敬省略・順不同）

（県知事表彰）
鶴田　久子
（社会福祉法人・施設）
小野田　光雄
平松　孝子
相澤　陽子
大石　規容子
黒田　亜紀子
高橋　里子

藤下　慎治
琴伝流大正琴　かけがわ琴の会
ひまわり会
生きいきサロン　もうひとつの家
松浦　美雪
岡田　正敏
パピプペポ
鳥井　光雄
内田　房子
梶山　和子
石山　涼子

（社会福祉事業協力者）
やそぢ会
小嶋　ひで子
宇佐美　千穂
南郷読み聞かせの会
掛川市東山口地区福祉バス一期会
掛川地区更生保護女性会大東支部
豊田　昌勝
萩田　敏幸
榛葉　進
山田　眞志

平成27年４月　希望の丘
放課後等デイサービス（障がい児学童）

新設に伴いスタッフ募集 精神保健ボランティア
養成講座のお知らせ　障がいのある子どもたちと、放課後や長期休

暇の時間を一緒に過ごしていただける方を募集
しています。心身ともに健康で、子どもと関わ
ることが好きな方お待ちしています！
●募集人数：非常勤職員（パートタイム）
　　　　　　20人程度（平成27年３月1日付採用）
●問合せ先：障害者支援係　☎22-1309
　　　　　　（担当：飯田、小田）
※詳しくは掛川市社会福祉協議会ホームページ
をご覧ください。

何から始めていいのか悩んでいる方、
楽しいボランティアから始めませんか？
日時：12月６日ボランティアの基礎
　　　12月13日体験発表・交流会
　　　12月20日実習一日日程
　　　全３回 毎週土曜日13：30～15：30
会場：あいり～な　２階
申込み・問合せ先　本所☎22-1294

参加費無料！

◎街頭募金のご報告
【JR掛川駅前】� 30,120円
【しずてつストア掛川店前】� 10,103円
【カインズホーム掛川店前】� 6,931円
【アピタ掛川店前】� 16,992円
【大東ショッピングプラザピア前】� 20,917円
【リベロ大東店前】� 15,276円
【カインズホーム大東店】� 9,730円
【ザ・ビッグ大須賀店前・ナフコ大須賀店前】� 21,956円

 

募集 募集
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～第一小学校地区福祉協～
　第一小地区は、旧市街地中心部18地区約1800世帯で構成され、昔
からの自治会組織が強固で、「向こう三軒両隣」といった近所の絆が
強く、家の前の道路掃除や店頭での井戸端会議等の風習が今も残って
います。当地区は、掛川市内で最も少子高齢化が進んでいる地区でも
あり、福祉活動は高齢者支援が主体となります。独居高齢者の安否確
認や悩み事相談を目的に年間８回、１回130食前後の昼食宅配事業を
実施しています。「まあ、美味しそう。ありがとう。」の笑顔が地区で
の安心を支えます。また、現在、高齢者サロンも7地区で実施され大
変好評です。今年度9月から新たに高齢者サロン１地区と子育てサロ
ン１地区が増設されました。
　また、住民からの要望により昨年度から「介護講座」も始めました。

次は城西地区の紹介です。お楽しみに♪

シニアクラブ掛川　掛川支部文化祭

仁藤町ブローゴルフ教室

旭ヶ丘小学生との交流会

「ひきこもりの理解と支援の実際」
日時：11月29日（土）13：00～15：00
会場：22世紀の丘公園たまり～な大研修室
講師：日本福祉大学名誉教授　竹中哲夫氏
定員：120名　※講演会終了後ひきこもり相談会実施
申込み・問合せ先：本所に電話をするか、チラシ裏の申込書をＦＡＸしてください。
☎22-1294（担当：松浦）

ひきこもり者支援啓発講演会のお知らせ

シニアクラブ掛川　会員募集
　「健康・友愛・奉仕」をスローガンに活動しているシニアクラブ掛川では、地域のために活動する仲間
を募集しています。未組織地区の組織化のお手伝いもさせていただきますので、シニアクラブ掛川事務局
までご連絡ください。� TEL 0537－24－2754　FAX 0537－24－2735　担当：松井

作 品 展　12月１日（月）午後１時～５日（金）正午
　　　　　※12月２日（火）は「たまり～な」休館日
内　　容　書・絵画・写真・手芸・民芸品など
　　　　　演芸大会（歌の部）　　　　 12月３日（水）
　　　　　演芸大会（舞踊その他の部）12月４日（木）
　　　　　�☆シニアクラブ掛川支部会員の活動の成果を是非ご覧ください。
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　担当：高橋

参加費無料！

募集 小さくてもいい、
一歩ふみ出して
みようよ。
待ってるから
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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

3 水 10:30 らっこくらぶ 3 水 10:00 つくしんぼの広場１・２歳児 3 水 10:00 ちびっこ広場

4 木 10:00 リズムランド
5 金

10:00 親子の広場 9 火 15:00 親子であそぼう

6 土

10:00 キッズクッキング 11:00 お話の広場 11 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ（１歳児）

14:00 体操遊び（1年生）大坂小 6 土 13:30 クッキングクラブ
11/22（土）15時受付開始 12 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児）

15:30 体操遊び（2～6年生）大坂小
13 土

10:00 アートクラブ 14 日 10:00 サンデーパパ

11 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ 13:30 一輪車クラブ 17 水 10:00 ちびっこ広場

17 水 10:00 にこにこタイム 17 水 10:00 すくすく広場 20 土 10:00 小学生広場（クッキング）

20 土
10:00 もちつき会（申込制）

20 土 13:30
クリスマス会（人形劇）
11/22（土）15時受付開始 21 日

10:00 ハンドメイドクラブＡ

13:30 ダンスクラブ わくわくキッズクラブ 13:30 ハンドメイドクラブＢ

24 水 10:00 中学生講座

27 土 10:00
なんでもチャレンジクラブ

小学生広場（年末ピカピカ大作戦）

おもちゃ図書館
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。

☆年末年始のお知らせ☆
大東・大須賀児童館

12月28日（日）～１月5日（月）
掛川児童交流館

12月29日（月）～１月5日（月）

とき：平成26年12月６日(土)　10：00～
ところ：大東保健センター　調理室
内　容：おほしさまピザトースト
　　　　　★星型に抜いた食パンのピザトースト★
対　象：小学１年生～６年生　　20人
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22日（土）～受付開始　20人
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎72－7830

キッズクッキング

とき：平成26年11月30日（日）10：00～11：30
ところ：掛川市総合福祉センター　福祉活動館
内　容：体育館でパパと一緒に思いっきり体を動かしてあそぼう！
　　　　スポーツ推進委員さんが楽しい遊びを教えてくれます♪
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族
　　　　先着10組
持ち物：水筒・タオル・体育館シューズ（上靴）　　　　　

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ　（申込制）
募集中　お孫さんと一緒に遊びに来ませんか？

とき：平成26年11月11日（火）　10：00～11：00
ところ：掛川市総合福祉センター　プレイルーム
内　容：わらべうた、ふれあい遊び、パネルシアター
対　象：未就園児と祖父母 

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎24－0822

孫とあそぼう　（申込制）

とき：平成26年12月13日（土）　10：00～12：00
 （受付９：50～）
ところ：大須賀児童館　図書室
内  容：年賀状作り（干支のスタンプを作って年賀状を作ろう）
対　象：小学１年生～６年生　先着15名まで （申込制）
持ち物：はさみ、鉛筆

申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎48－5965

アートクラブ　11月22日（土）15時受付開始

募集中

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」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ので、
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。

☆祝日にともなう休館日のお知らせ☆
大東・大須賀児童館・掛川児童交流館

12月23日（火）

12月は…
 21日(日)
 10:00～15:00
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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



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♪
応募条件
・掛川市内のお宅であること
・未就学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30軒
宅 配 日：12月23日（火・祝）17：30～21：00
募集開始：11月５日（水）9：00～
申込み・問合せ先：本所 ☎22-1294（担当：片岡、小関）

宅配サンタ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～

子どもが学校に行きたがらない･･･一人で悩んでいませんか？
　「不登校を考える会・掛川」は過去に子どもが不登校を経験
した親、現在子どもが不登校中である親が集まり交流していま
す。親が１人で悩まないで胸の内を話すことで、少しすっきり
し元気が出てきます。そして何か良い解決方法が見つかるかも
しれません。
定例会
日時：毎月原則第３日曜日 13:30～３時間程度
　　　※都合により変更することあり代表者に確認して下さい
場所：西南郷地域生涯学習センター　☎21-3231

不登校を考える会・掛川
代表：長島　正

☎090-3837-2798

　９月28日（日）大須賀中央公民館にて映画
「逃げ遅れる人々」の上映会を開催しました。
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「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230人）

　皆様からいただいた収集物は、ボランティア
サークル「金の砂」が毎週１回集まり、根気よ
く整理してくださっています。
　社協で収集物として受付をしていたロータス
クーポンは、取扱先のロータス㈱が受付を終了
したため、本会でも平成26年９月30日をもっ
て終了させていただきました。
　集めた収集物は、ロータス㈱を通じ盲導犬育
成に役立てられます。
　皆様のご協力ありがとうございました。

内容 ロータスクーポン
点数 17,172.5点
送り先 ロータス㈱

募集

報告 報告“届いていない”障がい者の声 ありがとうございました
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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

 7(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

14(日)

21(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

 5(金)

13：00
～
16：00

19(金)

市役所大東支所1F（72-1135） 12(金)

市役所大須賀支所1F（48-5531） 26(金)

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 24(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

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９月分）※順不同敬称略●寄付金

＊原田守
＊タイコ エレクトロニクスジャパン合同会社
＊積水ハウス㈱静岡工場夏祭り実行委員
＊ブリヂストンエラステック労働組合
＊南郷地区区長会
＊峰カラオケ教室ふれあい歌謡発表会来場者一同

●寄付物品
＊杉森悦子（折り紙、本）＊落合登（未使用ハガキ）
＊斉藤保彦（食品）＊(有)イナリ（茶葉）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名２件（介護用品、文具一式、未使用切手）

●収集物
＊山崎克雄　＊杉山しか　＊中嶋勇司　＊石神文子
＊高橋春香　＊立花マユミ
＊㈱藤本組　＊小笠原加工㈱　＊㈱ギャバン
＊海坂発行所　＊第３地区民児協　＊下俣郵便局
＊赤十字掛川支部　＊スルガ銀行　＊ききょう荘
＊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：11月28日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：11月12日（水）13:30～15:00
　　　大東支所３階・会議室

あたたかい心を
ありがとうございます

●タイコ エレクトロニクスジャパン合同会社
様から300,000円のご寄付をいただきました。
●積水ハウス㈱静岡工場夏祭り実行委員様から
212,434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。

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？

生きがいデイサービスセンター
協力スタッフ募集

（70才以下で月２～３回の活動）
　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。

　介護保険の認定を受けていない､ 60才以上
の元気な高齢者を対象にした生きがい活動支援
通所事業所です。日　　時：11月14日（金）9：00～15：00

行 き 先：小国神社
　　　　　金与食堂（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７日（金）まで
参 加 費：９00円（当日集金）
　　　　　※会員は６00円
申込み・問合せ先　本所☎22-1294
（担当：岩瀬）
◆在宅介護者の会　会員募集中！

内容：レクリエーション・話相手・掃除・バス
送迎の付き添い

会場：東部会場・大須賀区域・大東区域
申込み・問合せ先
高齢者生きがい活動拠点事業「たまり～な」
☎24-2754　担当：松井
東 部 会 場：☎21－6660　
桜 木 会 場：☎21－1815
大 東 会 場：☎72－5370　
大須賀会場：☎48－5965

12月の相談日のご案内

6

かけがわ社協だより　平成26年11月号


