
開館当時のボランティアさんや来館者が
参加し、懐かしい方との再会をしました。

キューピーおもちゃ図書館３０周年のつどい
７月 19 日（日）キューピー
おもちゃ図書館 30 周年のつ
どいが、徳育保健センターで
開催されました。
参加者全員でキューピーおも
ちゃ図書館の歌を歌い、３Ｂ
体操やバルーンアートで楽し
く過ごしました。

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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ご協力ありがとうござい
ました。

平成28年から始まる「掛川市第三次地域福祉計画・地域福祉
活動計画」策定作業が進んでいます！！

◆今後のスケジュール
　10月26日……第４回策定委員会　中間報告
　 1月15日……第５回策定委員会　最終報告・計画決定
◆アドバイザー
　愛知教育大学　名誉教授　増田樹郎氏

　ご意見がありましたら、随時お知らせください♪� 担当：児玉・黒柳

◆こんなご意見を頂きました（抜粋）
・高齢者の病院や買い物に行く交通手段がない　・福祉バスの運行について考えてみよう

・子どもが安全に遊ぶ場所、公園がない　　　　・地域で子育て支援を取り組んでいこう

・認知症のことが心配だ　　　　　　　　　　　・見守りネットワーク活動の推進が大切

・災害時要援護者への支援をどうするか？　　　・ボランティアの人材育成が必要

・ふくしあのことをもっとPRして欲しい　　　  ・福祉避難所の充実が必要

・役員の担い手がいなくて困っている　　　　　・誰でも自由に参加が出来る居場所づくりが必要

　いただいたご意見を、市・地域（地区福祉協議会）と話し合い、今後の５年間
（平成28年～平成32年）の計画を策定していきます。

１．地区福祉懇談会
　①期間　平成26年11月6日～平成27年4月25日
　②対象　市内34地区福祉協議会単位で実施
　③実績　33地区　地域参加者975人　市・社協関係者194人
　　　　　　※�大渕地区は9地区福祉懇談会実施、まちづくり協議会
　　　　　　　立ち上げ準備での住民アンケートから意見を抽出

２．福祉団体聞き取り、当事者アンケート
　①期間　平成26年12月5日～平成27年5月7日
　②対象　登録ボランティア、福祉関係団体に調査
　③実績　聞き取り団体：16団体（215人）　 �アンケート93枚回収
　　　　　アンケートのみの団体：25団体　　アンケート31枚回収

３．市民アンケート
　①期間　平成27年4月9日～平成27年5月11日
　②対象　市民無作為抽出1500人
　③実績　643人　回収率42.9％

◆ニーズ調査結果　ご協力いただき、下記のようにニーズ調査を実施しました。
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　当会は、設立して６年目を迎える地区福祉協議会です。エリアは14区、人口約3000人、世帯
数940世帯、高齢化率は約30％です。当会として、昨年12月、2回目の地区福祉懇談会を区長と
当会委員の出席で開催し、参加者からは「こうありたいと願う」意見や要望が出されました。　
　一つ目は、空き地・空き家が多くなり、その利用や対策が望まれていること。二つ目は、独居
世帯や老老世帯が増える中、買い物支援・病院薬局などへ
の足の確保が切実に求められていること。三つめは、高齢
者の居場所づくり・高齢者サロンに加えて、公民館や公会
堂の解放についてでした。その他、どぶ板的な生活環境に
関わる幅広い「こうありたいと願う」声が聞かれました。
これらは、地域の現状をリアルに示しており、同時に、大
須賀第一地区の今後のあるべき姿を示す一助になるのでは
ないかと考えています。

～大須賀第一地区福祉協議会～

次は原田地区の紹介です。お楽しみに♪

～掛川市立西郷小学校～福祉教育への取り組み紹介
　西郷小学校では、各学年ごと様々な体験活動を通して福祉教育を実践しています。

・１年生：昔の遊びに触れる活動で祖父母交流を行っています。
・２年生：「野菜作り」を通して、祖父母との交流を行っています。地区探検で

の地域の方とのふれあいを行っています。
・３年生：お茶などの生産をしている地域の方とのふれあいを行っています。
・４年生：アイマスク体験を通して、視覚に障がいのある方から学んでいます。
・５年生：米作りを通して、美郷会の方や地域の方とのふれあいを行っていま

す。三笠幼稚園児とのふれあいを行っています。
・６年生：生き方科（総合的な学習）で、福祉について個々が様々な角度から学

んでいます。その１つとして、車椅子体験をして、肢体に障がいのあ
る方から日常生活や６年生にもできることを学びました。６年生が中
心になって、「赤い羽根募金」への協力を全校へ呼びかけています。

☆身近な福祉として節電やエコ活動に積極的に取り組んでいます。

掛川市社会福祉協議会マスコットキャラクター
「キョーちゃん」です。
8/17～ゆるキャラグランプリのホームページ
からスマートフォンやパソコンで毎日１票投票
できます。
ぜひ「キョーちゃん」に１票お願いします。

キョーちゃんの
投票ページは
こちらから

「ゆる
キャラグランプリ2015」に

エントリーしました!!

「茶のみやきんじろう」さんと一緒に掛川市を
盛り上げます！！！応援してキョッ！
「私はキョーちゃん❤

ピンクのハートに優しい気持ちをつめこんで、みんなが笑顔になるよう
に会いにきたの！
ピンクのハートをさわってみて！きっと優しい気持ちになれるはず」

ゆるキャラグランプリのホームページに
自分のメールアドレスとＩＤを入力して
「キョーちゃん」に投票！投票後は必ず�
ログアウトしてね！

投票の仕方
ゆるキャラグランプリ
ホームページにアクセス
初回のみＩＤ登録が
必要です

１メールアドレスにつき
１日１回投票できます

～高齢者サロンでの健康づくりの様子～
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　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、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。

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 金 11:30
16:00 おはなしタイム 1 木 10:00 すくすく広場 3 土 14:30 キッズボランティア

3 土
14:00 体操遊び1、2年生　大坂小　

2 金
10:00 お話の広場

6 火
 9:00 おもちゃ病院

15:30 体操遊び3年生～　大坂小 10:15 親子の広場 10:00� 出張交流館（友引カフェ）

7 水
10:00 らっこくらぶ

3 土
10:00 わくわくキッズクラブ 7 水 10:00 ちびっこ広場

14:50 移動児童館（千浜小） 13:30 一輪車クラブ 18 日 10:00 ふれあい広場

14 水 15:00 移動児童館（中小） 7 水 10:00 つくしんぼの広場（合同） 21 水 10:00 ちびっこ広場

16 金 11:30
16:00 おはなしタイム 17 土

 9:30 クッキングクラブ 23 金 14:50 移動児童館（原田小）

17 土 10:00 農業体験クラブ 13:30 一輪車クラブ
24 土

 9：00
10：30 ハンドメイドA

21 水 10:00 にこにこタイム 23 金 10:00 つくしんぼの広場（合同） 13:30 ハンドメイドB

24 土 13:30 ダンスクラブ
24 土

10:00 わくわくキッズクラブ 25 日 9:30 なんでもチャレンジ

29 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ 13:30 アートクラブ
30 金 10:00 ちーちゃいもんひよこ・うさぎ運動会31 土 13:30 キッズクッキング 31 土 10:00 一輪車クラブ

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

☆祭典にともなう休館のお知らせ☆
掛川児童交流館・大東児童館・大須賀児童館いずれも

10月10�日（土）・11日（日）は�休館します。

と　き：平成27年9月26日(土)　13：30～15：00
ところ：大東保健センター　調理室　　
対　象�：小学生　20人（先着順）　＊自分で申し込んでね。
内　容�：とろとろマシュマロサンド
＊�火であぶったマシュマロをビスケットでサンドしてデコレー
ションするよ！
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・持ち帰り用容器・
出席カード（初めての子には当日渡します）

※欠席するときは必ず前日までに児童館へ連絡してね。
申込み・問合せ先 ： 大東児童館　☎７２－７８３０

キッズクッキング� 9月5日（土）～受付開始

ふれあい広場10/18㈰に参加
のため、おやすみです。

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業

と　き：平成27年９月19日(土)　9：00～11：30
ところ：掛川市総合福祉センター　あいり～な
　　　　２Ｆ　共用会議室　（受付８：４５～）・３Ｆ　掛川児童交流館
対　象：市内の中・高校生　20人　【先着順】
内　容：赤ちゃんのお世話の仕方を講習後、赤ちゃん親子と交流
　　　　をします
服　装：体操服（動きやすい服装）
持ち物：筆記用具、水筒
� ※ボランティアではありません。体験事業です。
�

クッキングクラブ� 参加者募集中

と　き：平成27年９月19日(土)　13：30～15：30
ところ：大須賀中央公民館�　3F調理室（受付13：15～）
対　象：小学生�20人（申込制）　＊自分で申し込んでね！
内　容：パウンドケーキ
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・

ふきん２枚・タッパー・手ふきタオル・飲み物
※欠席するときは必ず３日前までに児童館へ連絡してね。
申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館　☎４８－５９６５

と　き：平成27年９月19日(土)　10：00～11：30
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム（9：50受付）
対　象：４ヶ月（首がすわった子）～１歳６ヶ月児とその保護者�20組

� ＊パパの参加も歓迎！　
内　容：親子で中・高校生と交流をします。
　　　　（主任児童委員さんと職員がフォローします）
持ち物：アルバム、エコー写真、母子手帳など中高校生とのコ

ミュニケーションツールになるもの、赤ちゃんに必要な
物（お気に入りの玩具、飲み物、オムツなど）

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

★中・高校生募集中★

☆赤ちゃん親子募集中☆
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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

　8月4日（火）に、総合福祉センターあいり～な
にて、市内小学4～6年生を対象に小学生ふれあい
交流事業「集めた切手はどこ行くの？」を実施しま
した。収集物整理ボランティア『金の砂』のメン
バーから説明を聞いた後、細かい作業に苦戦しなが
ら収集物の整理を行いました。参加者からは「収集
物が人のために役立っていることがわかった」「自
分にもできるのでベルマークを集めたい」との感想
がありました。

　8月1日（土）総合福祉センターあいり～なにて
災害ボランティア講座を開催しました。災害時にお
ける掛川市、市社協の取組みについて、災害ボラン
ティア活動についての説明を聞いた後、HUG（避
難所運営ゲーム）の体験を行いました。
　参加者は災害時要援護者への配慮や、生活空間の
確保など、様々な出来事に対して意見を出し合いな
がら避難所の運営について考えている様子でした。
参加者からは「日頃からの近所とのお付き合いを大
切にして、事前に決められることは決めておきた
い」との感想をいただきました。

　8月7日（金）大東市民交流センタ－にて中学生
がボランティアグループ『やまびこ』さんの指導の
もと音訳ボランティアに挑戦しました。
　聞いて下さる方の気持ちを考えて…
　どんな読み方なら伝わるかな？
　録音された自分の声に驚きながらも真剣に取り組
み、視覚障害者についても理解を深める事が出来ま
した。
　わたし達の声が心に届きますように…

小学生ふれあい交流事業
収集物がどのように役立つのかを

学びました

災害時、自分にはどんなことができるの？
　夏休みを利用して、県ボランティア協会・掛川市
社会福祉協議会共催によるサマーショートボラン
ティア活動が行われました。この活動は、中学生か
ら社会人までを対象に、県内の社会福祉施設・社会
教育施設での体験を通して施設で働く人や生活をし
ている人たちと接し、生きることの尊さとボラン
ティアや福祉に対する理解を深めることを目的に行
われています。今年度は、市内18人の方が参加さ
れました。

サマーショートボランティア

中学生ふれあい交流事業
わたし達の声届きますように…
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あたたかい心を

ありがとうございます◆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：９月25日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：９月９日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３階・会議室

社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

　車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、福祉活動の支援
に活用させていただいています。
　なお、税法上寄附金となり、税金の控除の対象となります。
ご協力お願いします。

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27年７月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊障害児の就労と余暇を考える会
　「どりぃむ」
＊匿名2件

●寄付物品
＊杉森悦子（玩具他）
＊旭ヶ丘サロン水曜会（雑巾）

●収集物
＊白石君代　＊榛葉廣子　＊近藤光博　＊高橋春香　
＊葉佐英貴　＊久保田康徳　＊(株)ギャバン
＊ミ・ン・プロジェクト(有)　＊(有)みのり園　
＊さんさい工房一級建築士事務所　＊健康第一薬局　
＊掛川市勤労者協議会　＊第3民児協
＊公益社団法人訪問看護ステーション掛川　
＊静西教育事務所　
＊匿名7件

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日曜日は祭典の為お休み

 4(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）

 2(金)

13：00
～
16：00

16(金)
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

相談名 会場 相談日 時間
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）
中部ふくしあ社協（28-8546）
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

10
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

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428,814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。

高齢者生きがい教室参加者募集
初心者パソコン教室
　日　時：10月29日（木）、30日（金）10:00～15:00
　内　容：�初心者の方が対象です。パソコンに触ったことのない方も

お気軽にどうぞ！
　対　象：市内在住60歳以上の方　　　定　員：10名
　参加費：無料　　持ち物：筆記用具・お弁当・飲み物
　申込み・問合せ先：老人福祉センター山王荘　☎72－5370

９月17日（木）９：00～受付開始
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