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社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

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

南部大須賀ふくしあ
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

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

一日一票

お願いします

キョーちゃんを愛媛に
連れてってキョッ♪

投票期間

7月22日～10月24日

右記のＱＲコードを読み込んで、投票をお願いします。
※初回のみメールアドレスの登録が必要になります。
フィーチャーフォン（＝ガラケー）から投票される場合はID登録の必要無く投票できます。

【問合せ先】 社会福祉法人掛川市社会福祉協議会
――――

TEL 0537-22-1294 FAX 0537-23-3319

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 ――――

かけがわ社協だより

平成28年 ９ 月号

掛川市結婚相談所
相談・登録・紹介は無料、プライバシー厳守
結婚を考えている方、ぜひご利用ください
場

所

開催日・時間

総合福祉センター（あいりーな）東館1階
0537-23-3036
（開催日当日のみ）

毎月第1・2・3日曜日（第2は女性専用）
13：00～16：00
（15:30受付終了）

（現在の様子）登録者 男115名 女41名 計156名 （平成28年7月現在）
平成27年度実績 結婚成立 男3名 女4名 計7名

・登録条件は掛川市在住もしくは勤務地または親兄弟が掛川市在住の方です。
・事前予約は必要ありません。相談日に直接会場へお越しください。
受け付け順にお話を伺います。
・登録、ご相談は必ずご本人がお願いします。
・新規登録にはおひとりで写っているスナップ写真、本人確認のため
の身分証明書（運転免許証など）が必要です。

【問合せ先】
生活支援係

☎22-1294
こも の

（担当：児玉・蒋野・掛井）

福祉車輌の貸し出し

運転しやすい軽自動車（全てAT車）が揃っています。病院・施設の送迎、障害・福祉団
体の行事、社会参加に必要な時に利用できます。
①本

所

②西 部 ふ く し あ
③中 部 ふ く し あ
④大須賀ふくしあ
⑤大 東 ふ く し あ

カ ー ゴ：定員4名（内車いす1台）
A Z ワ ゴ ン：定員3名（内車いす1台）
バ ネ ッ ト：定員6名（内車いす2台）
ワ ゴ ン Ｒ：定員3名（内車いす1台）
タ ン ト：定員3名（内車いす1台）
ワ ゴ ン Ｒ：定員3名（内車いす1台）
エ ヴ リ ィ：定員4名（内車いす1台）
ハイエース：定員8名（内車いす2台）
リフト式・ストレッチャー乗車可

車椅子の貸し出し

通院や外出、骨折など、車椅子が必要な方に貸し出しをしています。但し、介護保険サー
ビス利用の方は制限させていただく場合があります。ご不明な点はお問合せ下さい。
・電話にて予約をすることができます。
・借りる際は申請書のご記入をお願い
いたします。
※掛川市在住の方に限ります。

【問合せ先】
総務係

☎22-1294（担当：堀川、赤堀）

各ふくしあ（西部、中部、大東、大須賀）

＊放課後等デイサービス（障がい児学童）スタッフ募集＊
職
種：支援員、運転手
勤務時間：①13：00～18：00
②上記のうち１～２時間
勤務場所：①支援員 (掛川、大東地区)
②運転手 (大東地区)

給
与：時給920円
勤務内容：
①特別支援学校、支援学級に
通う子どもの放課後支援
②事業所～学校・家庭の送迎

【問合せ先】
障害者支援係 ☎22-1309

（担当：黒田、小田）
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かい

第 12 回
かけ がわ し

ひろ ば

掛川市ふれあい広場

かけ がわ し しゃかいふく し きょうぎ かい

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
こころ

心ぽかぽかエピソード

しょう がく せい

ちゅう がく せい

おとな

ほいくえん・ようちえん・小学生・中学生・大人
なまえ
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キョーちゃんぬり絵展

第12回掛川市ふれあい広場

第12回掛川市ふれあい広場
日時： 10月16日（日）10:30～15:00
会場：掛川市生涯学習センター
ふれあい広場は福祉のおまつりです。
ボランティア団体、福祉施設、学生などが皆さんと一緒にふれあいながら
色々なコーナーを運営しています。誰でも気軽に参加できるイベントです!!
掛川市社協マスコットキャラクター

『キョーちゃん』

キ リ ト リ 線

市の花 キキョウ、市の鳥 ウグイス、
掛川で有名なお茶の葉をモチーフに、
胸のハートで福祉の心を表しています。
名前は社協、キキョウ、共同募金の３つの
キョーをとって『キョーちゃん』です!!

胸のハートをさわると
やさしい気持ちになれる
キョッ♪
ふれあい広場に遊びに
きてね!!

ゆるキャラ®グランプリ2016に参戦中♪

開
◆募集内容

催

要

項

表面のキョーちゃんを好きな色で塗ってください。
心ぽかぽかエピソードを書いて下記窓口までご持参ください。
＜エピソードの例＞
• 友だちとケンカしたけれど、あやまったらすぐに仲直りできたよ。
• おばあちゃんのふわふわの手が気持ちよくて大好き。
• 近所の中学生が元気にあいさつしてくれて気持ちが良いです。

◆募集期間

9月1日（木）～10月7日（金）

◆対

どなたでもご参加いただけます。

象

◆作品展示

お預かりした作品は、第12回掛川市ふれあい広場の会場内で展示します。

◆そ の 他

ご提出いただいた作品は返却できません。

◆受付窓口・問合せ先
施

設

名

所

TEL

掛川910-1

掛川市総合福祉センター2階

22-1294

掛川児童交流館

掛川910-1

掛川市総合福祉センター3階

24-0822

大東児童館

三俣620

大須賀児童館

西大渕150

社会福祉協議会

住
本所

大東保健センター2階
大須賀老人福祉センター内

72-7830
48-5965
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今後５年間で地域の皆さまと
推進したい４つの優先課題

安心をつなぐ

災害時要援護者

市民の皆さまの声を反映して
今年４月に完成した「第三次掛
川市地域福祉計画・地域福祉活
動計画」では、今後５年間の中
で取り組む優先課題を明記して
いますのでご紹介します。

地域をつなぐ

認知症の見守り

掛川市には全国に先駆けて「医
療・保健・福祉・介護」のワンス
トップの相談拠点として「ふくし
あ」が整備されています。開設か
ら５年が経過した「ふくしあ」に
寄せられる相談は年々増加してい
ます。

生活を潤す

家事支援

寄せられる相談は、
「生活困窮」
「ひきこもり」「認知症」など、
新たな福祉課題や複数の課題が絡
み合った内容が増えています。し
かし、それらの課題の解決には専
門の職員だけの力では難しいとい
うことが現実です。

子どもが躍る
地域で育む子育て支援・子どもは地域の宝

専門職の支援も活用しつつ、地
域にある団体やグループの協力を
得た新しいシステムづくりについ
て、各地区での検討を進めていき
ます。
皆さまのご協力をよろしくお願
いします。
5

かけがわ社協だより

10月

平成28年 ９ 月号

行事予定
大東児童館

12 水

行

事

日

英語で遊ぼう！（園児）

1 土 9:00

10:00 ぱんだくらぶ

行

事

中・高校生と赤ちゃんの
ふれあい交流事業

7 金 11:00 お話の広場

放課後 移動児童館（千浜小）

15 土 13:30 ダンスクラブ
22 土

時間

2階）

21 金 10:00 ペンギン広場

つくしんぼの広場
1，2歳児 なかよし運動会

13:30 キッズクッキング

22 土 9:00 作って遊ぼう、楽しもう
29 土 13:30 一輪車クラブ

14:00 体操遊びクラブ(1，2年生）
15:30 体操遊びクラブ(3年生～)

22 土 10:30 ハンドメイドクラブＡ
13:30 ハンドメイドクラブＢ

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

ところ：大須賀児童館遊戯室、大須賀老人福祉センター大広間
対 象： ４ヶ月（首がすわった子）～１歳６ヶ月児とその保護者10組
内 容：中・高校生とのふれあい交流会
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）

☎48-5965

同時、中・高校生も募集中（15人）

おもちゃ図書館

わくわくキッズ！（大須賀） 申込み受付中
と

ところ：掛川市総合福祉センターあいりーな２Ｆ共用会議室
対 象：子育て中の父母、祖父母、保育士、教育関係者、
子育て支援関係者等
定員50名（定員になり次第締め切ります。）
内 容：ヘネシー澄子先生の講演会『親子の愛着障害の修復と親子の絆』
持ち物：資料代500円

☎24-0822

掛川工業高校ギター部
ミニ演奏会 自由参加
き：平成28年9月24日（土）

※時間は交流館だよりを見てね。
ところ：掛川市総合福祉センターあいりーな３Ｆ 掛川児童交流館
対 象：どなたでも

申込み・問合せ先 ：掛川児童交流館 ☎24-0822
みなさん聴きに来てね♪

き：平成28年9月24日（土）10：00～11：30

ところ：大須賀地区周辺散策
対 象：小学生15人（保護者の方も参加可能です。）
内 容：横須賀地区を探検します。
持ち物：水筒・タオル・帽子・ティッシュ・ハンカチ・
おこづかい(お家の人と相談してね。)
9月3日(土)13時より受付開始
自分で申し込んでね。

申込み・問合せ先：大須賀児童館

☎48-5965

キッズクッキング 申込み受付中

申込み受付中

き：平成28年10月3日（月）10:00～13:00

申込み・問合せ先 ：掛川児童交流館

29 土 9:30 なんでもチャレンジクラブ

ふれあい広場 10/16㈰に
参加のため、
おやすみです。

き：平成28年10月1日（土）9：00～11：30

子育て講演会＆交流会

ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ

27 木 10:00 合同ミニ運動会

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

中・高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業
赤ちゃん親子募集【大須賀】申込み受付中

と

9:00 ハンドメイドクラブＡ

25 火 10:00 双子の日

午前 11：00～ 午後 3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

と

事

3 月 10:00 子育て講演会＆交流会

15 土 13:30 一輪車クラブ
20 木 10:00

申込み・問合せ先：大須賀児童館

行

19 水 10:00 ちびっこ広場

毎週金曜日は★おはなしタイム★

と

時間

14 金 14:45 移動児童館(横須賀小)

28 金 10:00 うさぎ・こあらくらぶ
29 土

日

5 水 10:00 ちびっこ広場

10:00 農業体験クラブ

26 水 放課後 移動児童館(中小)

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
曜日

4 火

時間
15:00
15:35

（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

と

き：平成28年9月24日（土）13：20～15：00

場
内
対

所：大東保健センター 調理室
容：もちもち鬼まんじゅう
象：小学生１～６年生 20人(先着順) 申込み制
自分で申し込んでね。
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・飲物
ふきん2枚・手ふきタオル・持ち帰り用容器
出席カード（初参加者には当日渡します。）
※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。

申込み・問合せ先：大東児童館

☎72-7830

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。
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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

報告

TEL：24-6263

第12回掛川市ふれあい広場
ボランティアスタッフ募集

災害ボランティア講座

８月６日㈯総合福祉センターで「9.11の
声を掛川に届ける」として災害ボランティア
講座を開催しました。
熊本の地震で関心が高まっていたようで、
定員いっぱいの参加がありました。講師の久
保田先生には東日本の様子を写真を使いなが
ら説明していただき、地震の怖さ、想定外の
ことに備えることの大切さを教えていただき
ました。災害ボランティアとして、活動の一
歩のきっかけになったと思います。

FAX：23-3319

開催日：平成28年10月16日㈰
時 間：①午前の部9:30～12:30
②午後の部12:15～15:30
※半日のみ、1日どちらでもOKです。
会 場：掛川市生涯学習センター
対 象：中学生以上の方
内 容：各ブースの手伝い、片付け
(チラシ配り、各団体サポート等)
申込み：9月30日㈮まで
問合せ：地域福祉係 ☎22－1294
（担当：川又、渡部、黒柳）

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

福祉教育への取り組み紹介

～横須賀小学校～

横須賀小学校では、
「みんなのキラリをふやしていこう！」を合言葉に、認め合い励まし合いなが
ら、自分にできることを考えたり、どんな人にもやさしく思いやりをもって接したりできる力を育成し
たいと考え、福祉教育に取り組んでいます。
【生活科・総合的な学習】
各学年で、地域に根ざした福祉体験やいろいろな人とのかかわりをもつ
体験を実施しています。
６年生は、肢体不自由な方との交流活動や車椅子体験を通して、今ある
自分の力を精一杯出して生きるという生き方や相手の立場にたって考える
ことの大切さを学びました。
【環境委員会】
エコキャップ・アルミ缶を毎週水曜日に回収しています。その日に集
まった量について、昼の校内放送で紹介し、校内の子どもたちの福祉活動
に対する意識を高めています。回収したアルミ缶で得たお金で、昨年は近
隣の施設に車椅子を贈りました。エコキャップは、エコキャップ協会に
送っています。

～粟本地区福祉協議会～
粟本地区福祉協議会は地域に住む全員（乳児から高齢

先輩
つど 地区
い（ 民の
6月
）

者まで）が、共に支え合い役立てるようにと今年から発
足した「粟本地区まちづくり協議会」と連携して、高齢
者や子育てサロンの支援も方針に掲げ活動をしています。
従来の活動の「ふれあいグランドゴルフ大会」「三世
代交流しめ飾り教室」など、５大イベントも地区委員が
地域の人たちに喜んでいただけるように工夫を凝らして
います。

会
講演
祉
福
月）
（7
次は大坂地区の紹介です。お楽しみに♪
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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。

賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

ありがとうございました
市民の皆様には、昨年度も大変多くの収集物
をお寄せいただきありがとうございました。い
ただいた収集物は、ボランティアサークル「金の
砂」の会員によって丁寧に整理された後、市内
の社会福祉活動に活用させていただいています。
今年度もご協力をお願い致します。
平成27年度

ベルマーク
１点１円

点数

145,722.65点

〈キャンペーン内容〉
掛川市社協Facebookを見てクイ
ズに答えていただくと、普段手に
入らない限定デザインのオリジナ
ル缶バッチをプレゼントします♪

施設名

プレゼント場所

本所2階事務所
本所3階児童交流館

◆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」

総合福祉センター

TEL
22-1294
24-0822

大東児童館

大東保健センター2階

72-7830

大須賀児童館

大須賀老人福祉センター内

48-5965

のご案内

6月からスタートしたキャ
ンペーンも今月で終了です。
今回限りの限定デザインの
缶バッチなので、お早めに♪

北部：９月30日（金）13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室
南部：９月14日（水）13：30～15：00
大東支所３階・会議室

●寄付物品
＊杉浦寿子(立体絵本)
＊平岸洋輔(囲碁盤)
＊お茶の実の雪うさぎ工房(焼菓子)
＊掛川市グラウンドゴルフ協会(タオル)
＊匿名1件(テレホンカード)

終了間
近!!

https://www.facebook.com/kakegawasyakyo

整理結果

内容

キョーちゃん缶バッチ
プレゼントキャンペーン

善意をありがとう
●収集物
＊高橋春香 ＊大川原昌代 ＊長谷川薫
＊㈱川島組
＊㈱ギャバン
＊㈱健康第一調剤薬局
＊海坂発行所 ＊中遠環境保全株式会社
＊インフラテック㈱静岡支店

（平成28年7月分）※順不同敬称略

＊第3地区民生委員児童委員協議会
＊第4地区民生委員児童委員協議会
＊市役所 市民課・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。

月の相談日のご案内
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相談名

結 婚 相 談

会場
総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ
※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）※当日のみ

相談日
2（日）
16（日）
7（金）

時間
13:00
～
16:00

15：30
（受付終了
）

21（金）
心 配 ご と
相
談 市役所大東支所1F（72-1135） １４（金）

13：00
～
16：00

市役所大須賀支所1F（48-5531） 2８（金）
子 育 て・
徳育保健センター
2５（火）
療 育 相 談 （※要予約 22-1309：本所）

9：00
～
12：00

相談名

会場

介 護 相 談

本所（22-1309）

相談日

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
～
中部ふくしあ社協（28-8546） 除く） 17：00
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

※9（日）の結婚相談は掛川祭典のため、中止となります。
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