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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
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TEL ４８−５５３１
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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

ふれあい広場で沢山の
 笑顔があふれました！

10月16日(日)掛川市生涯学習センターにて、「第12回ふれあい広場」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、掛川西高校ダンス部の元気いっぱいのダンス、高校生シンガーRioさんによるライブなどが行
われ、会場は大いに盛りあがりました。来年度のご来場もお待ちしております。（来場者約3,000人）
――――

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12回ふれあい広場フォトギャラリー

―たくさんのご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
・お茶の実の雪うさぎ工房有限会社 様（焼き菓子・お茶パック）
・株式会社ダイナム 様（玩具）
・ホンダカーズ駿河掛川インター店 様（ブランケット）
・ききょう荘 様（売上金の一部寄付）
◆企画
・静岡県立掛川西高等学校 ダンス部 様（ダンス）
・高校生シンガーソングライター Rio 様（ライブ）
・掛川市身体障害者福祉協会ろうあ部 様、手話サークル太陽の会 様（手話指導）
・第12回掛川市ふれあい広場実行委員 様
◆企業ボランティア
・株式会社ブレインシステム 様（実行委員）
・掛川信用金庫本店、支店 様（実行委員、前日・当日ボランティア）
・掛川商工会議所青年部 様（実行委員、前日・当日ボランティア）
・株式会社ダイナム 様（前日・当日ボランティア）
・株式会社オートベル掛川店 様（前日・当日ボランティア）
◆学生ボランティア
・掛川市立栄川中学校 様・掛川市立西中学校 様・掛川市立東中学校 様
・掛川市立北中学校 様・掛川市立桜が丘中学校 様・掛川市立大浜中学校 様
・静岡県立掛川工業高等学校 様・静岡県立掛川東高等学校 様
◆個人ボランティア
・酒井 健夫 様
◆ブース
・掛川市民生委員児童委員協議会 様（もちつき）
・ふくしま絆の会 様（せんべい汁）
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募集

募集

シニアクラブ掛川支部
「自立体力測定会」参加者募集

内

容：日常生活に必要な体力を測定し、評価・
分析・今後のアドバイスをお届けします。
と き：①平成29年１月16日（月）
午後2時～ 会場 たまり～な
②平成29年１月23日（月）
午後2時～ 会場 桜木ホール
定 員：両会場とも40名程度（会員優先）
参加費：会員300円、会員以外は検定料1,080円
の内800円をいただきます。

登録運転手募集

中型バスの運転手を募集します。
シニアクラブ活動行事の送迎や、福
祉団体の行事活動の送迎です。
年 齢：70歳まで
勤務日：依頼があった日
勤務地：大須賀老人福祉センターか
ら目的地
給 与：時給920円

要申込み
【申込み・問合せ先】
シニアクラブ掛川支部事務局
☎24－2754

福祉教育への取り組み紹介

【問合せ先】
高齢者生きがい活動拠点たまり～な内
☎24－2754（担当：松井）

～掛川市立中央小学校～

中央小学校では「笑顔 いっぱい」を重点目標のもと、実生活の中で生
きる「互いに尊重し合う気持ちや思いやりの心」を育てることができるよ
う、福祉教育に取り組んでいます。
【委員会活動】
ボランティア委員会の呼び掛けのもと、以下のような活動に取り組んで
います。①ペットボトルキャップの回収 ②熊本への義援金活動 ③赤い
羽根共同募金活動
【福祉教育】
各学年それぞれのテーマをもって福祉教育を行っています。特に、４年
生は年間を通して総合学習で「高齢者福祉」について学習しています。高
齢者疑似体験や講話、デイサービス「心楽」への訪問等を通して、高齢者
福祉に対する理解を深めたり自分たちにできることを考えたりしています。

～和田岡地区福祉協議会～
和田岡地区福祉協議会は、吉岡、高田、各和、つくし野、市営吉岡団地
の５区で構成し、19名の委員と27名のボランティア会員で活動していま
す。
「支え合う地域福祉」をモットーに和田岡地区区長会と共催する敬老会
をはじめ、高齢者サロン「和会」、各種講座などを開催しながら取り組ん
でいます。
また、子育て支援部は、０歳から３歳までの乳幼児とお母さんの集い「親
子ふれあいの部屋」を毎月２回開催しています。この集いには、25名の
子育て経験者がボランティアとして参加しています。お母さん同士のつな
がりはもとより、ボランティアの皆さんとの交流は、子育ての励みになっ
ているものと思います。
次は曽我地区の紹介です。お楽しみに♪
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行事予定
大東児童館
行

事

日

時間

行

掛川児童交流館

2階）

事

（総合福祉センター（あいり～な）本館 3階）
TEL 24－0822

日

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

時間

行

７ 土 13:30 ダンスクラブ（小学生）

７ 土 10:00 作って遊ぼう、楽しもう

11 水 10:00 ぱんだくらぶ(０歳児)

11 水 10:00 つくしんぼの広場合同

11 水 10:00 ちびっこ広場

14 土 13:20 キッズクッキング（小学生）

13 金 11:00 お話の広場

12 木

19 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ(1・2歳児)

14 土 9:00 一輪車マラソン大会

13 金

21 土

14:00 体操遊びクラブ(1,2年生)
15:30（３～6年生）

18 水 14:30 移動児童館（大渕小）

会場：アイク 22 日 9:00 第2地区ふれあいまつり

28 土 午前中 ダンスクラブ

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。

29 日 9:00 大東児童館まつり

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前 11：00～ 午後 3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

ち～ちゃいもんうさぎ

10:00 なんでもチャレンジクラブ
10:00 おもちゃ病院

18 水 10:00 ちびっこ広場
9:00 ハンドメイドクラブＡ
21 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
25 水 10:00 双子の日
27 金 10:00 ペンギン広場

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

年末ピカピカ大作戦！

☎24-0822
申込み受付中

き：平成28年12月27日（火）10：00～12：30

ところ：掛川児童交流館
対 象： 小学生10人
内 容：1年間楽しく遊んだ交流館をみんなでピカピカにし
ましょう。
掃除の後はみんなでカレーを作って食べます。
持ち物 ：雑巾２枚、ごはん入りのお弁当箱（カレーをかけ
られる大きさの物）、カレースプーン、手ふきタオ
ル、水筒

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

☎24-0822

自由参加

15日（日）
10：00～15：00

作って遊ぼう、
楽しもう
と

ところ：掛川児童交流館
対 象：乳幼児～中学生（乳幼児は保護者同伴）
内 容：交流館の先生によるハンドベル、簡単クッキング、
クリスマス工作コーナー、イルミネーション点灯、
キョーちゃんとのグリーティング （一部有料）
持ち物：水筒、おこづかい

掛川児童交流館

☎24-0822

11月26日
（土）１３：００～受付開始

き：平成28年12月10日（土）10:00～11:30

自分で

ところ：大須賀老人福祉センター 大広間
申し込んでね。
内 容：ケーキ作り
対 象：小学生１～６年生 20人（先着順）申込み制
持ち物：参加費100円、エプロン、マスク、三角巾、ふきん2枚、
手ふきタオル、タッパー、ハンカチ、ティッシュ、水筒

申込み・問合せ先：大須賀児童館

キッズクッキング
と

☎48-5965

12月５日
（月）１5：００～受付開始

き：平成28年12月24日（土)

13:20～15:00

場 所：大東保健センター 調理室
内 容：クリスマスブッシュドノエル
対 象：小学生１～６年生 20人(先着順) 申込み制
持ち物：参加費100円・エプロン・三角巾・マスク・水筒・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

もちつき会

クリスマスカラーを身につけて参加してね！

とき：平成28年１２月25日（日）13:30～16:00

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。

１月は…

申込み受付中

ところ：掛川市総合福祉センターあいり～な２F共用会議室
対 象：3歳～小学生低学年と父親
内 容：みんなでクリスマス会をします。パパの出し物や簡
単クッキング、サンタさんも登場します。
持ち物：水筒

申込み・問合せ先

ち～ちゃいもんひよこ

おもちゃ図書館

き：平成28年12月18日（日）10:00～11:30

クリスマス会

14 土

9:45
10:45
9:45
10:45

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…

サンデーパパ クリスマス会

と

8 日 10:00 サンデーパパ

28 土 13:30 豆まき会

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と

事

と

☎72-7830

12月1日（木）～受付開始

き：平成28年12月17日（土）9:30～

参加

お父さんの

ところ：大東保健センター 調理室
大歓迎
対 象：小学生10人、農業体験クラブ員
内 容：きねとうすでおもちをつきます
持ち物：参加費200円、エプロン、三角巾、マスク、ふきん
２枚、手拭きタオル、水筒、持ち帰り容器

申込み・問合せ先：大東児童館

☎72-7830
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ボランティアセンターからのお知らせ

募集

●日
●会
●内

総合福祉センター（あいり～な）内

TEL：24-6263

FAX：23-3319

第39回 静岡県ボランティア研究集会

想いをつなぐ新次代のボランティア
～多くの扉が開いている！～

時：平成29年2月12日（日）10:00 ～ 16:45
場：静岡県立大学大講堂ほか（静岡市駿河区谷田52－1）
容：①基調講演：荒川 祐二氏（作家）

『半ケツとゴミ拾い～一歩を踏み出す勇気』

②テーマ別分科会（8分科会）
③全体会
●参加費：（一般）1,000円、（高校生以下）500円
●締切り：平成29年1月27日（金）
※定員（400名）になり次第、締切り
●問合せ先：NPO法人静岡県ボランティア協会

開催要項は、
11月下旬から
本所・各ふくしあ
で配付しています。

☎054－255－7357

報告 第33回中日ボランティア賞

災害VC掛川受賞

「災害VC掛川」が第33回中日ボランティア賞
を受賞されました。地域に密着した存在として、
学校や地域で、防災講座を積極的に行い、防災へ
の啓発活動に取り組んでいます。
10月31日（月）には、松井市長に報告を兼ねて、
表敬訪問をしました。掛川の防災を担っていく重
要な団体として、引き続き、社協としても協力・
連携をしていきたいと思います。
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

募集

在宅で介護をされている皆さん、こんな悩みをもっていませんか？

「介護の仕方がわからない。」

「福祉サービスの利用方法がわからない。」

「病気や薬のことが知りたい。」「自分の健康が不安。」

「介護していない人に介護の話をしても理解してもらえない。」

そんな方は、在宅介護者の会に ご連絡ください！
在宅介護者の会では、介護者交流会・学習会・日帰りリフレッ
シュ旅行・施設見学会・介護者通信の発行等をしながら、介護
者同士のつながりを広げています。お仲間をお待ちしています。
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介護者仲間はたくさんいます

【問合せ先】
地域福祉係 ☎22－1294
（担当：堀場）
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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

〜各種相談事業紹介〜

＊介護相談＊

＊子育て相談＊

育児に関する心配事やお悩みのご相談
●受付時間 9:00〜17:00（随時受付）

介護保険、介護に関した悩みをお持ちの方、ご相談くだ
さい。電話でも、面談でもＯＫです。
ご来所いただく場合は、事前にご連絡をお願いします。
●受付時間 9:00〜17:00 月〜金（祝日を除く）
【問合せ先】介護支援係

＊子育て・療育相談＊

子どもの発達上の問題や関わり方などの相談に子育て相
談支援員、主任児童委員がお聞きします。
●相談日 : 毎月1回 9:00〜12:00
＊日程は、毎月の社協だより「相談日のご案内」をご覧下
さい。
●会 場：徳育保健センター
＊予約制です。まずはお電話ください。

☎22−1309（担当:木村・久保）

＊ボランティア相談＊
ボランティアセンターでは、ボランティアに関する情報
提供を行っています。ボランティアを始めたい！頼みた
い！という方、下記窓口までお気軽にご相談下さい。
●受付時間 9:00〜17:00 月〜金（祝日を除く）
【問合せ先】 地域福祉係

【問合せ先】
障害者支援係

☎22−1294（担当：渡部・黒柳）

☎22−1309（担当:山崎・後藤）

生きがいデイサービス
ボランティア募集

◆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16日（金）13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室
南部：12月14日（水）13：30～15：00
大須賀老人福祉センター

●活動内容：話相手、洗い上げ、
レクリエーションの手伝い
●問合せ先：東部会場 ☎21－6660

善意をありがとう

（平成28年10月分）※順不同敬称略

●寄付金

●寄付物品

●収集物

＊カサブランカ 笠原明

＊藤田雅弘（ハガキ） ＊久野啓（玩具）

＊小柳津和代

＊掛川商工会議所

＊中村貴志（玩具） ＊山本徳治（シーツ）

＊シーン・プロジェクト㈲ ＊インフラテック㈱静岡支店

＊成行会（千浜西区）

＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）

＊第三地区民生委員児童委員協議会 ＊疋田小児科医院

＊匿名3件（洗剤、マット他）

＊第四地区民生委員児童委員協議会 ＊西町区

＊㈱藤本組 ＊㈱ギャバン ＊㈱郷土新聞社

＊原田地区福祉協議会 ＊西山口地区福祉協議会
＊掛川市勤労者協議会 ＊市役所 行政課、福祉課
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。

会場

結 婚 相 談

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

月の相談日のご案内

１

相談名

心 配 ご と
相
談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

＊匿名3件

相談日

時間

相談名

会場

8（日）

13:00
～
16:00

介 護 相 談

本所（22-1309）

15（日）
6（金）
20（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 13（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
～
福祉総合相談
16：00
西部ふくしあ社協（29-6192）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（金）

子 育 て・
徳育保健センター
31（火）
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
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