
みなさまには　健やかに新春をお迎えのことと　心からお慶び申し上げます。
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。

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会　会長　小 里 　 務
役職員一同

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

１月号

No.124

平成28年１月１日発行

社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

――――  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 ――――

＊新年
あけまして＊

＊おめでと
うございます＊



～みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりをめざして～

とき

会場

平成28年

2月20日 土 午後１時～３時45分
（開場：午後０時30分）

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〉

つなぎあう絆と絆
映画監督 早

はや
瀬
せ
　憲
けん
太
た
郎
ろう
 氏（ろう者）

＜内　容＞
①式典（表彰等）　13:00～　社会福祉にご尽力された方等への表彰状並びに感謝状の贈呈を行います。
②映  画  上  映　14:00～　「生命（いのち）のことづけ　～死亡率2倍 障害のある人たちの3.11～」
③記  念  講  演　14:45～　映画監督　早瀬憲太郎氏の講演

※地区福祉協議会（34地区）の活動掲示、福祉施設の販売コーナー（パンやクッキー等）もあります。

　歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として地域の皆さんやボランティアの方々の
協力のもとに行われる助け合いの活動です。この募金の助成を受け、新たな年を迎える時期
に地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加による福祉活動が行われます。
　掛川市チャレンジドスポーツ協会は
12月6日（日）に交流大会を開催しまし
た。トランポリン、吹き矢、アキュラシー
などスポーツの体験を通して、障害の有
無に関わらず参加者が交流を楽しむこと
ができました。笑顔あふれるエネルギッ
シュな大会となり有意義な一日となりま
した。温かい善意の募金をくださった
方々に感謝申し上げます。
 （参加者239名　さんり～な）
＊市内では今月末までにさまざまな事業

が実施されます。

ご協力ありがとうございました。
歳末たすけあい募金はこのような活動に使われています。

第11回 掛川市社会福祉大会のご案内

※手話通訳・要約筆記あり

掛川市チャレンジドスポーツ協会
交流大会2015
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応援してくれて
ありがキョ！

～三浜区福祉委員会～

次は大須賀第二地区の紹介です。お楽しみに♪

福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立土方小学校～
　土方小学校では、「じっくり　あったか　いきいき」を重点目標のも
と、自分と他者のよりよい生活を考え、自分を見つめる力を育成する福
祉教育に取り組んでいます。

【福祉委員会】
　アルミ缶・プルタブ・古切手を毎日回収しています。福祉体験活動集
会を企画し、「車椅子体験」「点字体験」「アイマスク体験」をし、障が
いのある方への理解を深めました。
【総合的な学習】
　３年生は聴覚障害の方、４年生は視覚障害の方、５年生は肢体不自由
の方、６年生は老人福祉施設で交流活動をし、ふれ合いを通して感じた
ことや障害のある方の生活について教えていただいたことから、今後自
分にどんなことができるか考えました。

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」の活動
〜幼稚園訪問〜

　11月12日（木）「キョーちゃん」が佐束幼稚
園の共同募金活動に参加しました。
　終了後のおはなし会では「♪だいすきキョー
ちゃん」のダンスをみんなで踊り、ペープサー
トを楽しみました。これから各園を訪問する予
定です。

〜ゆるきゃらGP 結果報告〜
　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」を応援してくれてあり
がとうございました。

　ゆるキャラグランプリの結果は

総合1，727件中 　　　599位
企業・その他635件中　 192位

でした。

　今後とも、社会福祉協議会＆
キョーちゃんをよろしくお願いします。

　当会は、平成14年に設立した委員会です。当地区の人口は1,700人、世帯数は550世帯で高齢
化率は23.4％となっています。見守り活動も今のところ対象者が挙がっていない良い状況です。
平成25年11月から「ふれあいサロン」を毎月第２火曜日に開催し、ボランティアを含め毎回20
～30人の参加者があり、楽しく過ごしています。また8月と12月には子ども会とのコラボレー

ションで子どもと高齢者が楽しくふれ合う会も開催しています。
　他にも、８月に「福祉講演会」を開催し、「巨大地震の対応を
考える」と題して、市職員（危機管理課）による市の被害想定の
話や、講師の震災経験に基づいてお話しいただきました。また
「ふれあい交流会」を11月に開催し「おかって劇団」による楽し
い劇に参加者が心から笑い大いに楽しみました。こうした行事を
開催しながら、この地区の皆様が安心、安全で楽しく過ごせるた
めの地域活動に努めていきたいと考えています。ふれあい交流会

1 2
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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

3 水 10:00 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

5 金 11：30
15：30 おはなしタイム

5 金
10:00 お話の広場 4 木 10:00 ち～ちゃいもん ひよこ・うさぎ

13 土 13:30 キッズクッキング 10:15 親子の広場 6 土 10:00 おもちゃ病院

17 水 10:00 にこにこタイム 6 土 9:30 クッキングクラブ
7 日

10:00 キッズボランティア

19 金 11：30
15：30 おはなしタイム 10 水 10:00 すくすく広場 10:00 なんでもチャレンジ

20 土
14:00 体操遊び（1,2年生）大坂小 13 土 13:30 一輪車クラブ 13 土 10:00 小学生広場（サイエンス教室）

15:30 体操遊び（3年生～）大坂小 17 水 10:00 つくしんぼの広場（2歳児） 17 水 10:00 ちびっこ広場

25 木 10:00 こあら・うさぎくらぶ 18 木 10:00 つくしんぼの広場（1歳児）
20 土

 9：00
10：30 ハンドメイドＡ

27 土 10:00 おたのしみ館（そば打ち） 20 土 10:00 わくわくキッズクラブ 13:30 ハンドメイドＢ

27 土 10:00 アートクラブ 28 日 10:00 サンデーパパ

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。

掛川市子ども会連合会大東地区・大東児童館　共催

雪まつり＆だいとうじどうかんまつり
と　き：平成28年1月17日（日）　10：00～14：00
ところ：大東保健センター東側駐車場　大東保健センター内

影絵劇団『いちばん星』による

★アラジンと魔法のランプ★
開演 11：30

会場：大東児童館　なかよしホール
★雪あそび
★おいしいものコーナー
　肉まん・フランクフルト・手打ちそば・とん汁・おでん
　手作りピザ・手作りパン・スウィーツ…など
★シールラリー
　全部さがせたら景品がもらえるよ！

★あそびコーナー
　めんここま大会（勝ち抜き戦をするよ！）
　わなげ・むかしあそび・カロム
　キョーちゃんお菓子つり
★手作りコーナー
　ビーズを使ったアクセサリーなど

※他にもいろんなコーナーがあるよ！詳しくは『だいとうじどうかんだより１月号』をご覧ください。

　【問い合わせ　大東児童館　☎７２－７８３０】

祝日に伴う休館について

２月11日（木）
建国記念の日のため
3館とも休館します。

2月は…
 21日（日）
 10：00～15：00

とき：平成28年１月30日（土）　13：30～15：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
内　容：豆まき・腹話術・手品等　　
対　象：３歳～小学生　（幼児は保護者同伴）　100名
持ち物：参加費50円
※同時に、当日豆まきを手伝っていただける歳男・歳女を募集！！
　10人程（12歳、24歳、36歳、48歳、60歳、72歳、84歳）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎４８－５９６５

豆まき会

赤鬼・青鬼がくるよ！
と　き：平成28年１月31日（日）　13：30～14：30　
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
内　容 ：横須賀高校郷土芸能部による三社祭礼囃子＆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） ※おつりのないように持ってきてね！
申込み・問合せ先 ： 掛川児童交流館　☎２４－０８２２

わくわく広場『豆まき会』募集中

１月９日（土）～
受付開始！

長野県木祖村から、たくさんの雪が届くよ！
バケツ持って長靴はいて遊びにきてね！
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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

高校生ふれあい交流事業
～みんなでカレー作り～

　11月8日（日）大東北公民館で静岡県
立掛川東高校の生徒13名が、青年学級

「この指とまれ」のメンバーとクッキン
グを行いました。今回のメニューは、カ
レーライスとサラダ。会話をしながら調
理をし、楽しい時間を過ごしました。最
後は、班ごとにテーブルを囲み、みんな
で作ったおいしいカレーを食べました。

　秋田県藤里町社協会長の菊池まゆみ氏と、
NPO法人サンフォレスト代表の三森重則氏を講
師とし、講演会を実施しました。
　訪問などの地道な活動を通して『ひきこもり者
は特別な人ではなく、挑戦する機会を逃した普通
の人』という理解を得た、藤里町社協の取り組み
から学ぶことは多くありました。
　掛川市社協では今後も、藤里町社協の取り組み
を参考にひきこもり者支援・理解啓発を進めてい
きたいと思います。

平成28年度　静岡県立静岡視覚特別支援学校
高等部保健理療科　入学者募集

『中途で視力が低下された方、ご相談下さい』
　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、お気軽にご連絡下さい。
○対象となる方
・両眼の視力がおおむね0.3未満の方
・視力以外の視機能障害が高度な方（視野狭窄、複視など）
・近い将来、視力が著しく減退する恐れのある方
○授業料、教科書代、入学金などは全て無料です。

学童保育所 登録職員募集!!
内容：小学校に通う児童を、放課後から保護者のお迎え時間まで預かります。
　　　児童が安全に楽しく過ごせるような保育を行います。
対象：64歳までの方
場所：市内11クラブの学童保育所
賃金：時給920円
　　　※詳細については、お気軽にご連絡ください。

問合せ先
　静岡県静岡視覚特別支援学校
　☎054－283－7300
　担当：渡邊博和、小出京子

ひきこもり者支援啓発講演会
 11月28日（土）

＊青年学級は、障がいのある方の余暇活動支援の場です。
ボランティアを随時募集しています。

問合せ先
　本所　地域福祉係
　☎22－1294（担当：増田）

報告報告
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社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
　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。

◆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29日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・小会議室
南部：１月13日（水）13：30～15：00
　　　大東支所３階・会議室

善意をありがとう （平成27年11月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊遠藤敬男　＊鷲山ヒサヨ
＊後藤林市　＊服部久代
＊第24回遠州夢咲大城フェスティバル
＊土方区
＊匿名2件

●寄付物品
＊掛川茶商青年団（お茶）　
＊満水寿会（雑巾）　＊くすりの日大（玩具）
＊下俣シニアクラブ寿会（雑巾）
＊マックスバリュ東海株式会社
　ザ・ビッグ大東店（車いす）
　ザ・ビッグ大須賀店（車いす）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名2件（ポケットティッシュ他）

●収集物
＊名倉せい　＊中嶋勇司　＊遠藤敬男　＊鈴木榮代　＊服部久代
＊㈱東峰精密　＊㈱ギャバン　＊㈲平野建材
＊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　＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊下俣シニアクラブ寿会　＊西郷地区生涯学習センター
＊東山口小学校 ＊桜木小学校卒業生　＊大渕小学童
＊匿名1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

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

２
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

◆家族介護支援事業◆

介護教室のご案内

日　　時：1月27日(水)13:30～15: ０0
会　　場：総合福祉センター 2階共用会議室
内　　容：在宅支援サービスの紹介
　　　　　包括支援センターの役割
講　　師：高齢者支援課職員
　　　　　東部地域包括支援センター職員
対　　象：高齢者を介護されている家族等
申込締切：1月18日(月)
問合せ先：本所　地域福祉係
　　　　　☎22-1294（担当：黒柳）

パート職員募集
内　　容：大須賀生きがいデイサービス指導員

　日中独居や一人暮らしの高齢者
が、１日楽しく過ごせる場所の提
供（レクリエーションや趣味活
動・世代交流等の支援）

年　　齢：65歳以内
勤 務 地：大須賀老人福祉センター他２会場
勤務日数：週４回程度　相談可能

※1日（9：00～15：00）
賃　　金：時給920円（※条件により交通費支給）
問 合 せ：高齢者生きがい活動拠点
　　　　　☎24-2754（担当：松井）

在宅介護者の会 会員募集 （年間費1,000円）

　介護に役立つ情報や、楽しい企
画が満載です。
　悩みを一人で抱え込まず、同じ
仲間同士交流をしましょう♪

参加者
募集!!

賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

お詫びと訂正
　社協だより12月号P2寄付金・寄付物品の欄で「山
崎幸子様（さくら草の苗 売上金の一部寄付）」と記載
がありましたが、「山崎幸子様（さくら草の苗 売上金
全額寄付）」の誤りでした。
　また、｢公益社団法人掛川市生涯学習振興公社｣ と
記載がありましたが、｢公益財団法人掛川市生涯学習振
興公社｣ の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

6

かけがわ社協だより　平成28年 1 月号


