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新年あけまして
おめでとうございます

キョーちゃん

みなさまには、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
社会福祉協議会は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、掛川市の福祉推進に寄与してまいります。
市民のみなさまの格別のご協力、ご支援をお願いいたします。

掛川市社会福祉協議会 会長 小 里
務

役職員一同
――――

この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――
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ひきこもり学習会・サロンのおさそい

日 時：平成27年2月1日（日）13：30～15：30
会 場：掛川市総合福祉会館 あいり～な 2F 共用会議室
対象者：ひきこもりでお悩みのご家族
内 容：家族の思いと関わり方について
講 師：サンフォレスト代表 三森重則氏
申込み・問合せ先：本所 ☎22-1294（担当：松浦幸代）

第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定のための地区懇談会について
掛川市および掛川市社協では、地域福祉推進の為の５ヵ年計
画「スマイルプランかけがわ21」の第三次計画（平成28年度～
平成32年度）の策定の為の「地区懇談会」を各地区単位にてお
願いしています。この懇談会は「みんなの幸せをつなぐ福祉の
まちづくり」の実現のために、地域の皆さんの声を計画の中に
取り入れていくためのものであります。皆様のご協力を宜しく
お願いします。

福祉講演会のお知らせ
講師：南

日坂地区懇談会（11/6）の様子

日時：平成27年1月15日（木）14 : 00～15 : 30
会場：徳育保健センター 徳育ホール

直樹 氏（元NHK解説委員

保健医療ジャーナリスト

入場
無料

※掛川市在住）

「ジャーナリスト兼民生委員が見た社会福祉」
申込み・問合せ先：本所

☎22-1294（担当：松井）

第10回 掛川市社会福祉大会 のご案内
とき
会場

平成27年

～みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりをめざして～

2月21日 土

午後1時～3時30分
（開場：午後０時30分）

※手話通訳・要約筆記あり

掛川市生涯学習センターホール（掛川市御所原17-1）

<記念講演>

モノの整理・こころの整理があなたを変える
〜片付けのプロから学ぶ〜

たか

きれい収納コンサルタント

はし

かず

こ

高 橋 和 子氏

＜内容＞
①式典（表彰等）13：00～ 社会福祉にご尽力された方等の表彰状並びに感謝状の贈呈を行います。
②福祉活動発表 14：00～ 音訳ボランティア「サークル 声」の活動発表。
③記 念 講 演 14：30～ 片付けのプロ 高橋和子氏の講演。
※地区福祉協議会（34地区）の活動掲示、授産施設の販売コーナー（パンやクッキー等）もあります。
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掛川市子ども会連合会大東地区会・大東児童館

共催

長野県木祖村から届くたくさんの雪でいっぱいあそぼう!! みんなあそびにきてね♪

日時：２月１日（日） 10:00～14:00
会場：大東保健センター東側駐車場
大東保健センター内
～内容～
★雪あそび
★食べ物コーナー
肉まん・フランクフルト・手打ちそば・とん汁・カレーライス
手作りパン、スウィーツなど
★妖怪ウォッチぬりえ大会 入賞者には景品もあるよ！
★シールラリー「キョーちゃんを探せ」 全部さがせたら景品がもらえるよ！
★あそびコーナー
わなげ チャレンジランキング むかしあそび クイズなど
大きい風船の中に
※他にもいろんなコーナーがあるよ!! 詳しくは
はいっちゃうよ！
「だいとうじどうかんだより２月号」をご覧ください。

問合せ先：大東児童館

☎７２－７８３０

親子で楽しんだ「おたのしみ運動会」

在宅訪問児運動会

11月8日（土）掛川市総合福祉センター福祉活動館にて、「お楽しみ運動会」が開かれました。
10組の親子とそのご家族が参加してくれました。
「空飛ぶじゅうたん」などいろいろな競技を、家族みんなで楽しみました。
最後は一人ひとりにメダルが授与され、とてもいい笑顔が見られました。
キョーちゃんと
アンパンマンが
応援にかけつけ
てくれました。

～倉真地区福祉協～
倉真地区では、福祉協議会がコーディネーター役となって、地域セ
ンター、まちづくり委員会などが協力し合って福祉活動を展開していま
す。いきいきサロンは3グループが活動をしていますが、
「笑輪会」は、
先のセンターまつりでハンドクラフトの展示を行い、出来栄えの素晴ら
しさから譲ってほしいとの声が多くありました。
「敬老会」は区長会主催
ですが、センター婦人部が昼食会の準備をし、まちづくり委員会が祝餅
を搗くなど地区を挙げてお祝いをしています。
「高齢者宅への訪問と昼食
お届け」は区長会と食推協の連携プレーです。
児童福祉の分野では、子育てサロン「こぶたクラブ」が地域とのつな
がりの中で子育て支援と仲間作りに取り組んでいます。また、まちづく
り委員会が運営する子育て支援施設や学童保育所との相互連携によっ
て、子育て環境の向上に努めています。

輪投げ大会

こぶたクラブ

次は千浜東地区の紹介です。お楽しみに♪
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行事予定

大東児童館
行

事

日

1 日 10:00 雪まつり・児童館まつり
4 水 10:30 らっこくらぶ
5 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ

11 水

18 水 10:00 にこにこタイム
21 土 13:30 キッズクッキング

事

日

体操遊びクラブ（1年生）
アイク
体操遊びクラブ（2 ～ 6年生）
アイク

時間

行

事

4 水 10:00 ちびっこ広場

11:00 お話の広場

7 土 13:30 小学生広場（サイエンス）

10:00
11:00

クッキングクラブ
1/23（金）15時受付開始

13 金 10:00 ち～ちゃいもんうさぎ２歳児

18 水 10:00 つくしんぼの広場1・2歳児
21 土 10:00

11 水 10:00 中学生広場（ハンドメイド）
12 木 10:00 ち～ちゃいもんひよこ１歳児

おたのしみ館

14 土 13:30 一輪車クラブ

10:00 おたのしみ館（そば打ち）

15:30

行

（総合福祉センター（あいり～な）
本館 3階）
TEL 24－0822

10:00 親子の広場

7 土 13:30

12 木 10:00 リズムランド

28 土 14:00

6 金

時間

掛川児童交流館

2階）

曜日

時間

（大須賀老人福祉センター
TEL 48－5965

曜日

曜日

日

大須賀児童館

（大東保健センター 2階）
TEL 72－7830

15 日

10:00 ハンドメイドＡ
13:30 ハンドメイドＢ

わくわくキッズクラブ

18 水 10:00 ちびっこ広場

アートクラブ

22 日 10:00 サンデーパパ

25 水 10:00 すくすく広場

24 火 15:00 作ってあそぼう
28 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

２月11日
（水）
建国記念の日
（祝日）
は振替日のため、
３館とも開館します。遊びにきてね～！

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。

わくわく広場『豆まき会』
赤鬼・青鬼もくるよ！
とき：１月31日(土)

募集中！

13:30～15:00

場 所：掛川児童交流館 プレイルーム
内 容：皿回しパフォーマンス&豆まき
対 象：３歳～小学生100名（未就学児は保護者同伴）
持ち物：参加費50円（３歳以上）

申込み・問合せ先 掛川児童交流館 電話24－0822

アートクラブ
とき：２月21日(土)
場 所：
内 容：
対 象：
持ち物：

２月は…

15日（日）
10:00～15:00

小学生広場『常葉サイエンス』
とき：２月７日(土)

13:30～15:30

場
内

募集中！

所：総合福祉センター２階共用会議室
容：「静電気で遊ぼう」「ウィンドカーを作ろう」…など
科学実験を中学生・高校生が教えてくれるよ！
講 師：常葉菊川中・高等学校自然科学部
対 象：年長児・小学1～6年生20名（園児は保護者同伴）
持ち物：参加無料

申込み・問合せ先

掛川児童交流館

電話24－0822

１月17日（土）15時受付開始（申込制）

10:00～12:00（9:45～受付）

募集中！

大須賀老人福祉センター 大広間
わくわくキッズクラブのお友だちと一緒に、ミニドーナツを作って食べよう！
小学１～６年生
先着10名
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・持ち帰り用タッパー・飲み物
※持ち物には名前を書いてきてね。

申込み・問合せ先

大須賀児童館

電話４８－５９６５

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
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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

避難所のあり方を考えました（防災講座）
11月22日（土）総合福祉センターにて
防災講座を開催しました。静岡大学教育
学部教授の池田恵子氏を講師にお招き
し、東日本大震災を事例に、避難所での
支援のあり方についてお話いただきまし
た。
ワークショップでは、名簿づくりや食
事の配分など具体的な設問に対し、どの
ように対応したら良いか話し合いました。
参加者からは「地域の中で女性や障が
いのある方もメンバー
に含め、避難所の運営
方法について話し合っ
ておく必要性を感じ
た。」という声が聞か
れました。
（参加者25人）

TEL：24-6263

FAX：23-3319

シニアの地域デビュー支援講座

出会い塾

平成27年度塾生募集

これから定年後の人生設計を考えようとしている方、
退職後、地域で何かやってみたい方など
ぜひ、ご参加ください。待ってます！
◇講座内容 １年間、月１回の塾を開講
（4月～2月 第3日曜日 10時～15時）
◇対
象 おおむね55歳以上の男女
◇定
員 50名（申込順）
◇参 加 費 入会金3,000円 毎回1,500円の参加費（昼食代含む）
◇申込方法 平成27年1月31日（土）までにFAX、メー
ル、電話にて申込み
◇申込/問合せ/主催 NPO法人 掛川シニア交流研究会

（担当理事：荒木）
ＦＡＸ：0537-23-5776 携帯：080-1563-8656
メール：npo.chiniakena@docomo.ne.jp
◇後
援 掛川市 掛川市教育委員会
掛川市社会福祉協議会

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

おもちゃの寄付のご協力をお願いします。
来年度開設の放課後等デイサービスセンター「はるかぜ」（心身障がい児の学童保育）では、おも
ちゃの寄付を受け付けています。
ご家庭で使用されなくなったおもちゃや乗り物等がありましたらご提供ください。
※ぬいぐるみやコンピューターゲーム等はご遠慮いただいています。
※おもちゃの状態によっては、お受け取りできない場合もございますが、ご了承ください。
●問合せ先
本所 介護支援係
担当：飯田・小田

☎22-1309

平成27年度静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科案内
『中途で視力が低下された方、ご相談ください』

静岡視覚特別支援学校には、社会復帰を目指す方のために、あん摩マッサージ指
圧師の国家試験の受験資格を取得するコースがあります。
入学相談や、視覚障がいに関する相談を受け付けています。年齢に制限はありませんので、お気軽
にご連絡ください。
○対象となる方
●問合せ先
・両眼の視力がおおむね0.3未満の方
静岡県立静岡視覚特別支援学校
・視力以外の視機能障がいが高度な方（視野狭窄、複視など）
☎054-283-7300
・近い将来、視力が著しく減退するおそれのある方
担当：渡邊博和、小出京子
○授業料、教科書代、入学金などはすべて無料です。
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◆家族介護者支援事業◆
参加者募集！！

男性介護者のための料理教室
在宅で介護をされている男性介護者の方々で行う料理
教室を開催します。男同士、介護者同士で、身近な家庭
料理を学びましょう。ぜひ、お気軽にご参加ください。
お待ちしております。
日 時 1月25日（日）9:30～13:00
会 場 大東福祉センター 2階 栄養指導室
内 容 栄養のお話、簡単な調理・昼食と交流会
講 師 村松えみ子 栄養士
持ち物 エプロン・三角巾またはバンダナ
ふきん1枚・手ふきタオル
参加費 300円（食材費一部負担金）
対 象 掛川市在住で、在宅介護をしている男性の方
定 員 10名（申込順）
申込締切 1月14日（水）
申込み・問合せ先 本所
☎22-1294（担当：岩瀬）
◆在宅介護者の会

平成27年１月号

第10回記念掛川市シニアクラブ大会開催
11月18日
（火）掛川市生涯学習センターにおいて
「第10回記念掛川市シニアクラブ大会」を掛川支部・
大東支部・大須賀支部の117クラブ530人の代表者が
集まり開催しました。大会では県老連表彰6人と7ク
ラブ、市功労表彰に33人と2クラブが受賞しました。
第10回記念大会にふさわしく、各支部のクラブ活動
発表や、演芸発表に加え、掛川市在住ヴァイオリン
奏者の坂井和恵さんに花を添えて頂きました。

会員募集中！◆

◆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：1月30日（金）13:30～15:00
あいり～な２階・小会議室
南部：1月14日（水）13:30～15:00
大東支所３階・会議室

善意をありがとう

2月の相談日のご案内
相談名

会場

相談日

時間

1（日）

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

13:00
～
16:00

総合福祉センター東館
（あいり～な）
（23-3036）

8（日）
15（日）

15：30
（受付終了
）

6（金）

20（金）
心 配 ご と
相
談 市役所大東支所1F（72-1135） 13（金）

13：00
～
16：00

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（金）

子 育 て ・
徳育保健センター
25（水）
療 育 相 談 （※要予約 22-1309：本所）
介 護 相 談

9：00
～
12：00

本所（22-1309）
ボランティアセンター（24-6263）

ボランティア
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
相
談 南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

月～金
9：00
本所（22-1294）
（祝日を
～
東部ふくしあ社協（23-4720）
17：00
除く）
福祉総合相談 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

（平成26年11月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊掛川商工会議所 ＊南郷地区福祉協議会
＊JA夢咲 大城フェスティバル ＊匿名2件
●寄付物品
＊藤田礼芽（手づくりマスコット）
＊岩崎浩子（文房具）＊岩崎勝幸（タオル）
＊マックスバリュ東海㈱マックスバリュ大東店（車いす）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼き菓子）
＊匿名3件（ホワイトボード、介護用品）
●収集物
＊奥野千鶴子 ＊加茂下三江子
＊㈱ギャバン ＊㈲平野建材 ＊㈲尾崎生コンクリート
＊シーン・プロジェクト㈲ ＊㈲平野建材
＊掛川市勤労者協議会 ＊粟本地区福祉協議会
＊西山口地区福祉協議会 ＊上内田地区福祉協議会
＊明るい社会づくり掛川 ＊第3地区民児協
＊小市寿笑会 ＊掛川東高等学校 福祉委員会
＊倉真小学校 ＊あいあい学園
＊中東遠総合医療センター
＊掛川市役所 福祉課 こども希望課
＊匿名3件
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。
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