
　10月19日（日）掛川市生涯学習センターにて、「第10回ふれあい広場」を開催しました。福祉施設やボランティア団
体など50団体が参加し、活動紹介や福祉体験、自社製品の販売などが行われました。今年度は、ふれあい広場開催10周
年を記念して、福祉川柳や笑顔の写真など特別企画が行われたほか、高校生と実行委員によるダンスや大道芸、空手の型
披露、団体による3B体操、大正琴披露などが行われ、会場は大いに盛り上がりました。（来場者約3900名）

ふれあい
広場で笑顔があふれました。
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たくさんのご協力とご寄付をありがとうございました。
◆静岡県立掛川西高等学校ダンス部様（ダンス披露）◆橋本直紀様（大道芸）
◆掛川ろうあ部/太陽の会様（手話指導）
◆第10回掛川市ふれあい広場実行委員様（個人ボラ4名、団体参加5名、企業参加
7名、市役所より2名）
◇掛川商工会議所青年部様（実行委員、前日、当日）の協力
◇掛川信用金庫　本店・支店様（実行委員、前日、当日）の協力
◇株式会社ダイナム様　当日の協力　◇オートベル　中部ブロック様　当日の協力
◇すずよし塗装様　実行委員として協力　
◇お茶の実の雪うさぎ工房㈲様（焼き菓子寄付）
◇さくら草の苗木売り　山崎幸子様　売上金寄付　
◇ガールスカウト静岡第6団様（売上金の一部寄付）◇共同募金寄付協力　16,478円　
◇個人ボランティア（学生）鈴木七穂様　前日・当日協力　
◇個人ボランティア（一般）鈴木佳之様　前日協力　
◇広場当日の写真（一般）小林正一様　データ寄付　
◇桜木生きがいデイサービスセンター利用の皆様　紙花折り　◇献血協力　37名（400ml）　
◇西中学校6名　◇原野谷中学校5名　◇城東中学校4名　◇北中学校4名　◇栄川中学校2名　
◇東中学校1名　◇大須賀中学校1名　◇桜ヶ丘中学校4名　◇掛川東高校8名　
◇掛川工業高校4名　◇横須賀高校1名　◇静岡福祉医療専門学校1名　
◆掛川市民生児童委員協議会様17名
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いらっしゃいませ！ AEDの体験 みんなで一緒にダンス！

筆談でお話 マッサージ体験 つきたてをどうぞ！

大正琴を弾いてみよう 点字体験 福祉車輌体験

手話カルタを学ぼう 車いす体験 三角巾の講習

たくさんの方が来てくれました
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～城西地区福祉協～

次は倉真地区の紹介です。お楽しみに♪

地域の絆を深め、「住みよいまち」づくりを

　お隣同士の支えあい、お互い同士のお付き合いの
もと城西地区福祉協議会の活動は成り立っていま
す。また、本会は平成５年２月設立以来の伝統を受
け継ぎ、地域の絆をつなぐ活動に努めています。城
西地区自慢の高齢者サロン（ふれあい昼食会、やそ
ぢ会）、子育てサロン（おはなしひろば・クリスマ
ス会）は歴史があり、ボランティアや各種団体の主
体的な運営で成り立っております。
　年々高齢化率が高くなっていますが、健やかで安
心して暮らせる地域づくりに貢献していきます。
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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

10 土 13:30 キッズクッキング
9 金

10:00 親子の広場 7 水 10:00 ちびっこ広場

14 水 10:30 らっこくらぶ 11:00 お話の広場 15 木 9:45 ち～ちゃいもんひよこ（１歳児）

15 木 10:00 リズムランド 10 土 9:00 一輪車マラソン大会 16 金 9:45 ち～ちゃいもんうさぎ（２歳児）

17 土
14:00 体操遊び（１年生）

17 土
10:00 わくわくキッズクラブ

18 日
10:00 ハンドメイドクラブＡ

15:30 体操遊び（２年～６年生） 13:30 クッキングクラブ12/20（土）15時受付開始 13:30 ハンドメイドクラブＢ

21 水 10:00 にこにこタイム 28 水 10:00 つくしんぼの広場1・2歳児 21 水 10:00 ちびっこ広場

22 木 10:00
こあらくらぶ 27 火 15:00 作ってあそぼう

うさぎくらぶ
31 土

10:00 なんでもチャレンジクラブ

31 土 15:00 ダンスクラブ（リハーサル） 13:30 わくわく広場（豆まき）

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。

☆年末年始の休館日のお知らせ☆
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20日（土）� 10：00～13：00
ところ：大東保健センター　調理室
対　象：小学１年生～６年生　　20人
　　　　農業体験クラブ会員
内　容：きねとうすでもちつきをするよ。丸めたり伸ばした

り、自分で作ってみよう！！
持ち物：参加費200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29日（土）～受付開始　先着20人
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎７２－７８３０

おたのしみ館 （もちつき会）

とき：平成26年12月20日（土）　13：30～14：20
� ＊開始時間に遅れないように来てね
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：どなたでも（乳幼児は保護者同伴）　先着100名まで
内　容：人形劇団パンによる人形劇
　　　　　「スイミー」「おおかみと七匹の子ヤギ」　
　　　　上映時間２本で50分
申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

クリスマス会人形劇　11月22日（土）15時受付開始（申込制）
とき：平成26年12月14日（日）　10：00～12：00
ところ：掛川市総合福祉センター　２Ｆ共用会議室
対　象：小学校入学前の子を持つ父親とその家族　　先着10組
� ＊定員になり次第締め切ります
内　容：みんなでクリスマスカレーを作ろう。

パパサンタも登場するよ～♪
　　　　恒例！こどもに見せるお父さんのプチかくし芸。

（マシュマロキャッチやものまね、絵かき歌など･･･
くだらないものも大歓迎！）

持ち物：参加費１家族500円・お父さんの出し物　　　　　　　　
申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

サンデーパパ　クリスマスパーティー（申込制）

とき：平成27年１月10日（土）　9：00～12：00
� ＊雨天の場合　２月14日（土）
ところ：浜岡陸上競技場（現地集合）
対　象：小学１年生～６年生までの一輪車に乗れる子ならどなたでも
内　容：途中で歩いてもＯＫ！一輪車で１時間のマラソンにチャレンジしよう！

※学年別で成績優秀者には記念品、全員に参加賞あり
講師の先生によるワンポイントレッスンもあるよ

持ち物：一輪車・飲み物・あめ（水分及びエネルギー補給用）・汗拭きタオル・ヘルメット�
※走ると体温が上がるので、着脱しやすい服装（特に上着）

お願い：計測と補助のため、保護者の付き添いが必要です。
　　　　12月13日（土）しめきりです。
申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

新春一輪車1時間マラソン大会　12月2日（火）9時受付開始（申込制）

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。

☆臨時休館と振替日のお知らせ☆
大東・大須賀児童館・掛川児童交流館

臨時休館・・・1月24日（土）
 ＊なお、2月11日（水）は祝日ですが、
　  振替日として開館致します。

１月は…
 18日（日）
 10:00～15:00
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１月
行事予定 大東児童館 掛川児童交流館

大須賀児童館



　普通の文字が見えない視覚障がい者にとっては、点字で書かれた書物が必要です。
　初めて点字を学ぶ方を対象に、視覚障がい者について理解を深め、点字の基本を学ぶ講座を開催し
ます。終了後はボランティアとして活動してみませんか？

日　時：平成27年1月17日、24日、31日　9：30～11：30（土曜日、全3回）
会　場：大東市民交流センター（市役所大東支所3F）ミーティングルーム1
対　象：どなたでも。ただし全日程参加できる方。
定　員：10人
参加費：無料
申込み・問合せ先　本所　☎22-1294（片岡・小関）

点訳ボランティア講座　参加者募集

第37回　静岡県ボランティア研究集会

第31回中日ボランティア賞
エコロジーライフ研究会が受賞

日　　時：平成27年2月8日（日）　9：45～16：45（9：00受付開始）
会　　場：静岡文化芸術大学講堂ほか（浜松市中区中央2-1-1）
内　　容：（１）基調講演　 池田　幸也　氏（常磐大学コミュニティ振興学部　教授）
　　　　　　　　　　　　　佐藤　浩希　氏（フラメンコ舞踊家、振付家、演出家）
　　　　　　　　　講 演　「ボランティアの過去・現在・未来を考える
� ～私にとってのボランティア～」
　　　　　（２）分科会：9つの分科会に分かれてテーマ別話し合い
　　　　　（３）全体会：積志ウィンドアンサンブルによる演奏、分科会のふりかえり
参加対象：ボランティア・市民活動に関心ある方ならどなたでも
定　　員：400名
参 加 費：（一般）1,000円　　（学生）500円
申 込 み：所定の参加申込書にて静岡県ボランティア協会まで郵送又はファックスで送付
締　　切：平成27年１月20日（火）
問合せ先：静岡県ボランティア協会　　電話：054-255-7357　　FAX：054-254-5208
◎開催要項・参加申込書は、11月下旬から本所・各ふくしあで配付しています。

　10月22日（水）に第31回中日ボランティア賞の贈呈式が開催さ
れ、掛川からは「エコロジーライフ研究会」が受賞されました。食の
安全をテーマに、親子エコ農業体験教室の開催など無農薬・有機栽
培農業の良さを市民に広める活動を続けています。「来春で発足15周
年。ぜひ若い人たちに参加してもらいたい」と代表の米倉さんは語っ
ています。

やるじゃん！ボラ男・ボラ女でつながらまいか
～みんなの♡を笑顔の未来へ～

募集
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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。　

善意をありがとう
（平成26年10月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊カサブランカ代表　笠原明　＊山崎幸子
＊ガールスカウト静岡6団　＊駄菓子やっこ　榛葉定子
＊土方区文化交流祭実行委員会
＊成行会（千浜西区）
＊静岡県仏教婦人会
＊匿名1件

●寄付物品
＊鈴木佳之（ふれあい広場写真データ）
＊久野つとむ（竹とんぼ）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名1件（介護用品）

●収集物
＊松下雅行
＊㈱サンエイ　＊(有)静岡通商
＊㈱ギャバン
＊城北小学校　＊原谷小学校　
＊一般社団法人小笠袋井薬剤師会　＊第3民児協　
＊桜木生きがいデイサービスセンター　
＊市役所　福祉課
＊匿名10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：12月26日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：12月10日（水）13:30～15:00
　　　大須賀支所２階・会議室

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380,773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。

おもちゃ図書館のボランティアに参加してみませんか？
　おもちゃの出し入れをしたり、来館された子ども達と一緒に遊んだりしてくださる方を大募集して
います。是非、私たちと一緒に、もっと楽しいおもちゃ図書館を作っていきましょう。
日時　毎月第3日曜日　9:30～15:30の間でご都合のいい時間
対象　中学生～大人　子どもと遊ぶことが好きな方
内容　・子ども達と一緒に遊ぶ　　　　　・おもちゃの貸し出しのお手伝い
　　　・おもちゃの整理、保管、片付け　・おもちゃの修理など
　　　・おもちゃの寄付

設置主体　 掛川市社会福祉協議会
運営主体　 掛川キューピーおもちゃ図書館運営委員会（かけがわキューピーの会）
問合せ先　 担当：杉浦　☎090-4081－9948

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

11（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）18（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

16（金）

13：00
～
16：00

30（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

子  育  て  ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約 22-1309：本所） 28（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

「Ｐ
ピ ー ス

ＩＥＣＥ」―あなたはこの社会になくてはならない「ひとり」―
　今年の精神保健福祉講演会は、自殺予防活動をしている白浜レスキューネットワーク
代表、牧師でもある講師、藤

ふじ

藪
やぶ

庸
よう

一
いち

氏を迎え、自殺志願者の自立
支援や就労支援など幅広い活動についてご講演いただきます。
日時：平成27年１月24日（土）　10：00～12：00
会場：大東支所３階　市民交流センター
■申込み・問合せ先　本所　☎22-1294　

1月の相談日のご案内
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