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南部大須賀ふくしあ
社会福祉協議会
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市役所大東支所１階
TEL ７２−１１３５
FAX ７２−６６７７

掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
TEL ４８−５５３１
FAX ４８−１０１３

申込み・問合せは
こちらまで

ホームページ http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

キョーちゃん

顔
笑
が あ ふ れまし
で
場
広
い
あ
た
ふれ

10月18日（日）掛川市生涯学習センターにて、「第11回掛川市ふれあい広場」を開催しました。福祉
施設やボランティア団体など約50団体が参加し、活動紹介や福祉体験、自主製品の販売などが行われま
した。今年度は、掛川市社会福祉協議会のマスコットキャラクター『キョーちゃん』のダンスなどが行わ
れ、会場は大いに盛りあがりました。来年度のご来場をお待ちしております。（来場者約4,000名）
――――

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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第11回掛川市ふれあい広場 フォトギャラリー
手話を体験
してみよう！

いらっしゃいませ！

手話教室

車椅子体験
健康相談
おもちつき
たのしいな！

もちつき

要約筆記体験

じゃんけんぽん！

よみきかせ

福祉車輌体験

－たくさんの御協力とご寄付をありがとうございました－
◆寄付金・寄付物品
・(株)CIMS Records（キョーちゃんだいすきCD寄付） ・ガールスカウト６団（売上金の一部寄付）
・ききょう荘（売上金の一部寄付） ・山崎幸子様（さくら草の苗 売上金の一部寄付）
・お茶の実の雪うさぎ工房有限会社様（焼き菓子寄付） ・株式会社ダイナム様（玩具寄付）
・公益社団法人掛川市生涯学習振興公社（シオーネ寄席チケット寄付）
・生きがいデイサービスセンター利用の皆様（紙花作成） ・献血申込み39人 400ml献血36人
◆企画
・静岡県立横須賀高等学校 郷土芸能部様 30名（三社囃子）
・シンガーソングライター 橋本薫様（チャリティーライブ） ・掛川市身体障害者福祉協会ろうあ部
・手話サークル太陽の会様（手話指導） ・第11回掛川市ふれあい広場実行委員様
◆企業ボランティア
・掛川商工会議所青年部様（実行委員、前日８名・当日ボランティア12名）
・掛川信用金庫本店・支店様（実行委員、前日12名・当日ボランティア３名）
・すずよし塗装株式会社様（実行委員） ・株式会社ダイナム様（前日５名・当日ボランティア11名）
◆学生ボランティア
掛川市立栄川中学校様 ２名 掛川市立西中学校様 ４名 掛川市立東中学校様 ３名
掛川市立北中学校様 ８名 掛川市立城東中学校様 ２名 静岡県立掛川工業高等学校様 ５名
静岡県立掛川東高等学校様 10名
◆ブース
掛川市民生委員児童委員協議会様
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28年４月から始まる
「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!!
◎この計画は、社会福祉法第107条に基づく行政計画である「地域福祉計画」と、社協が
住民や専門機関等各種団体と協働して進める「地域福祉活動計画」をまとめたものです。
第二次計画からの活動をさらに深め、また新たな福祉活動にも取り組んでいくために、こ
の計画を基として「住民－行政－社協」が一体となり、地域福祉を推進してまいります。
◆進捗状況
10月26日（月）第４回策定委員会開催。
・計画の骨子である施策や理念について、委員・アドバイザーの増田先生のご意見をい
ただきました。
12月1日（火）第５回策定委員会開催。
・施策、理念について
掛川市がめざす地域福祉推進の姿（概念図）
・地域、市、社協の取り組みに
ついて
◆今後のスケジュール

第６回策定委員会 1月15日

・最終報告
・計画決定
※事務局会議随時開催

第４回策定委員会

市役所全員協議室にて

ご意見等、随時お知らせください♪

～日坂地区福祉協議会～

高齢化率が32.5％と高い日坂では、高齢者に対
する事業を中心に進めています。85歳以上の方々
を対象とした「元気のつどい」や大野地区の皆さん
でつくる「大野輪投げ親睦会」といった高齢者サロ
ン、とくに男性に呼びかけて行う「高齢者料理教
室」は、和気あいあいとした雰囲気で、毎回申込み
がたくさんあります。
「夕飯宅配サービス」は、一人暮らしやご夫婦だ
けの高齢者を対象に夕食を宅配するものです。現在は、年２回と回数は少ないのですが、地域内
の結びつきを強め、日頃からの見守りをお互いに確認する機会としています。
日坂地区は340世帯ほどの小さな地域で、長年日坂に暮らしておられる方々が多いので、とな
り近所気心も知れ、様子も分かっています。民生委員、小区長さんと共に地域の人たちで、地縁
型の見守りを行っています。
次は三浜区の紹介です。お楽しみに♪
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１月
行事予定
大東児童館
行

事

日

6 水 10：00 らっこくらぶ
11：30

8 金 15：30 おはなしタイム
9 土 13：30 キッズクッキング

17 日 10：00 雪まつり・じどうかんまつり
21 木 10：00 こあら・うさぎくらぶ
22 金
23 土

行

おはなしタイム

14：00 体操遊び（１，２年生）大坂小
15：30 体操遊び（３年生～）大坂小

15 金 10：00 つくしんぼの広場１歳児
16 土

27 水

10：00 わくわくキッズクラブ

14：30 移動児童館（大渕小）

9：45

29 金 19：00 子ども会理事会

29 金 10：45 ち～ちゃいもんうさぎ

30 土 13：30 豆まき会

31 日 13：30 わくわく広場（豆まき）

☎７２－７８３０

大須賀児童館 クリスマス会 12月5日（土）9時より受付開始
き：平成27年12月19日（土） 13：30～15：00（受付13：15～）

ところ：大須賀老人福祉センター大広間
象：３歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
容：劇団ちろりん

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。

17日（日）
10：00～15：00

講談社の絵本をた～くさんのせたお話キャラバンカーが掛川に
やってきます！絵本を自由に見たり、読み聞かせを聞いたり…楽
しいお話の世界をのぞいてみませんか？

と

き：平成27年12月25日（金） 14：30～16：00

ところ：掛川市総合福祉センター 駐車場・２Ｆ 共用会議室
対 象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内 容：「講談社おはなし隊」キャラバンカーの見学（14：30～）
・・・キャラバンカーの図書室で絵本を見よう！
「講談社おはなし隊」おはなし会（15：05～）
・・・おはなし隊による絵本の読み聞かせ 他
交流館おはなし会（15：40～）
・・・キョーちゃんのおはなし・キョーちゃんダンス 他
＊申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。

問合せ先 ： 掛川児童交流館

☎２４－０８２２

サンデーパパ 12月13日（日）9時より受付開始

☎４８－５９６５

と
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。

1月は…

わくわく広場 クリスマス おたのしみ会

人形劇「小人のくつや」

申込み・問合せ先 ： 大須賀児童館

20 水 10：00 ちびっこ広場
9：45

手ふきタオル・飲み物・持ち帰り用タッパー

グリム童話

13：30 ハンドメイドＢ

28 木 10：00 つくしんぼの広場１歳児 28 木 10：45 ち～ちゃいもんひよこ

持ち物：参加費200円・エプロン・三角巾・マスク・ふきん２枚

内

9：00

16 土 10：30 ハンドメイドＡ

10：00 つくしんぼの広場２歳児 17 日 9：00 なんでもチャレンジ

農業体験クラブ会員

対

10：00 おもちゃ病院

13：30 クッキングクラブ

象：小学１～６年生 20人（先着順） ＊自分で申し込んでね。

と

事

9 土 10：00 キッズボランティア

２Ｆ調理室

申込み・問合せ先： 大東児童館

行

9 土 9：00 一輪車クラブマラソン大会

き：平成27年12月19日（土） 10：00～13：00

対

時間

6 水 10：00 ちびっこ広場

おたのしみ館（もちつき会） 申込み受付中
ところ：大東保健センター

日

8 金 10：00 お話の広場・親子の広場

☆年末年始休館日のお知らせ☆
掛川児童交流館
12月28日（月）～１月４日（月）
大東・大須賀児童館 12月27日（日）～１月４日（月）

と

事

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

13 水 10：00 つくしんぼの広場２歳児 10 日 10：00 サンデーパパ

16 土 13：30 ダンスクラブ（リハーサル）

11：30
15：30

時間

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

き：平成28年1月10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（受付9：50～）
対 象：３歳～小学校低学年とその父親
内

容：★簡単手作り凧＆凧あげ遊び
★焼き芋会
持ち物：水筒・タオル・参加費１家族200円

申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館

☎２４－０８２２
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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

第38回

TEL：24-6263

FAX：23-3319

静岡県ボランティア研究集会

エンジョイ！えんじょい！ボランティア！
～気づこうよ、今が一番若いとき～

日
会
内

時：平成28年２月14日（日） 10：00～16：45（9：15受付開始）
場：プラザヴェルデ コンベンションホール（沼津市大手町1-1-4）
容：（１）基調講演 森 法房氏（人間いきいき研究会 世話人）
ボ ラン ティ ア

講演「暮卵手愛は生きている
～「援助依」から「えんじょい」へ～」
（２）分科会：８つの分科会に分かれてテーマ別話し合い
（３）全体会：片岡亮太氏による演奏・講演、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28年１月26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。

特技のあるボランティア募集!!

あなたの特技を、福祉施設や地域で活かしてみませんか？



楽器演奏 書道 絵画 ダンス 舞踊 マジック スポーツ
囲碁 お芝居 お話し相手 レクリエーション指導
などなど

料理

将棋

あなたができる事で、力を貸してください。

掛川市社協ボランティアセンターでは、福祉施設や地域の高齢者サロンや子
育てサロン等を対象に特技を活かして活動するボランティアの紹介および連
絡調整等を行っています。お気軽にご相談ください。
問合せ先：ボランティアセンター ☎24-6263

捨てないで

集めて役立つ収集物募集!!

自宅で、職場でいつでも気が付いたときに、誰にでもできるボランティアがあります。
普段何気なく捨ててしまうものでも、気をつけるとリサイクルして活躍できるものがあり
ます。
いただいた収集物は各収集団体や回収業者に送付、換金され福祉に役立てられています。
ぜひ収集ボランティアにご協力ください。
〈取扱い品目〉



古切手、ベルマーク、書き損じハガキ、磁気カード、子猫シール、桔梗シール
※収集の注意点、活用方法の詳細等は社協までお問合せください。
問合せ先：社協

本所

☎22-1294（担当：片岡、渡部）

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
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ひきこもり学習会・サロン

掛川市シニアクラブ大会

アドバイザーの三森重則氏のもと、ひきこ
もり当事者の心理状況や関わり方などを学ん
でいます。新しい一歩に繋がるかも知れませ
ん。参加してみませんか？
ご連絡お待ちしております。
日

時：平成28年１月24日（日）
13：30～15：30
場 所：掛川市総合福祉センター 共用会議室
参加者：当事者、またはそのご家族のみ
アドバイザー：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：川又・児玉)

◆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25日（金）13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室
南部：12月９日（水）13：30～15：00
大須賀支所２階・会議室

●寄付金
＊山崎幸子 ＊成行会
＊ガールスカウト６団
＊カサブランカ ＊峰カラオケ教室
＊ききょう荘手芸クラブ
＊掛川商工会議所
＊掛川市歌謡連盟

平成27年12月号

シニアクラブ掛川では、クラブ活動に功
労また協力された方と優良なクラブの表彰
を行い、今回は28の個人・団体が受賞さ
れました。
また、10月28日・29日には、静岡市で
全国老人クラブ大会が開催され、大須賀支
部喜楽会の取り組みが発表されま
した。
※若手会員の加入も募集しています。

シニアクラブ掛川

☎24－2754

フードバンクにご協力お願いします。
＊回収場所：掛川市役所 １Ｆ 階段前
＊期間：平成28年１月５日～１月29日
・食べ物がなくて困っている方へ
食品の支援を行っています。
・賞味期限１カ月以上ある物、
未開封の食品が対象です。
詳細はHPをご覧ください。
生鮮食品は受け付けていません。
問合せ先 ☎080-1593-5014

（生活支援係：石川･鈴木）

善意をありがとう

●寄付物品
＊内山慧照（画びょう他） ＊鴻野元希（介護用品）
＊廣岡喜久夫（毛糸他） ＊中村貴志（おもちゃ）
＊鈴木一九子（切手他） ＊博松雅晃（タオル）
＊㈱ダイナム（トミカ）
＊掛川市生涯学習振興公社（チケット）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名５件（お米、タオル、毛布、切手、剥製）

（平成27年10月分）※順不同敬称略

●収集物
＊岡田悌子 ＊高橋春香 ＊川村朋美
＊青木萩乃 ＊遠州自動車ガラス
＊掛川信用金庫 ＊㈱山本組 ＊㈱ギャバン
＊掛川市勤労者協議会 ＊第３地区民児協
＊西山口地区福祉協議会 ＊下俣郵便局
＊掛川グリーンロータリークラブ
＊市役所 福祉課 ＊匿名６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。

相談名

会場

相談日

時間

相談名

会場

10(日)

13:00
～
16:00

介 護 相 談

本所（22-1309）

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
総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）

15（金）

市役所大東支所1F（72-1135）

8（金）

月の相談日のご案内

１

心 配 ご と
相
談

17(日)

29（金）

15：30
（受付終了
）

時間

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）

本所（22-1294）
月～金
9：00
東部ふくしあ社協（23-4720）（祝日を
13：00
～
中部ふくしあ社協（28-8546） 除く） 17：00
～
16：00 福祉総合相談 西部ふくしあ社協（29-6192）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

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

相談日

9：00
～
子育て相談
12：00

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）
本所（22-1309）
随時受付

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。
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