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キョーちゃん

新年あけまして
おめでとうございます

みなさまには、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
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。

掛川市社会福祉協議会 会長 小里 務

役職員一同
――――

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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キョーちゃん活動報告
掛川工業高校文化祭「葛川祭」にキョーちゃん登場!!
11月５日（土）「葛川祭」に掛川市社協としてブース
を出させていただきました。
キョーちゃんも登場し、校内を歩き回りました。初め
てキョーちゃんをみたという高校生も多かったようで、
「写真とりたい～♪」と大人気でした。
閉会式では、全校生徒の前に登場し、社協ＰＲをさせ
ていただきました。
今後もキョーちゃんの出演依頼、受付中です♪

ゆるキャラグランプリ2016結果発表!!
キョーちゃんへのたくさんの投票、ありがとうございました。

最終結果・・・3175票

全体：496位（1413位中）

第12回
とき

企業・その他：194位（574位中）

掛川市社会福祉大会のご案内
～みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくりをめざして～

平成29年

2月18日

土

午後１時～４時
（開場：午後０時30分）

会場 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〉

みんなの幸せをつなぐ

福祉のまちづくり
愛知教育大学名誉教授
ます だ

増田

たつ ろう

樹郎

氏

〈内容〉
①式
典（表彰等） 13：00～
社会福祉にご尽力された方等の表彰状並びに感謝状の贈呈
②レクリエーション 14：00～ ３Ｂ体操
③記 念 講 演 14：25～

※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。
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児童館まつり in シオーネ
掛川市子ども会連合会大東地区会・大東児童館

日時：１月29日
（日）

9：00～13：00
会場：掛川市文化会館 シオーネ
～内

共催

★映画

会場：

入場無

上映★

大ホー

ル

料・全席
自由
予約
9：00開 不要
場 9：3
0開演

容～

★あそびコーナー
・巨大エアーペンシル迷路 ・射的 ・わなげ
・ボウリングゲーム ・プラ板
・くじ引き ・山ちゃんの手作りおもちゃ
・乗り物コーナー まだまだあるよ～
★食べ物コーナー
★フリーマーケット
・手作りパン、スウィーツ
・手作り小物
・お好み焼き、焼きそば など ・アクセサリー
・ニット帽 など
★シールラリー 全部さがせたら景品がもらえるよ！
詳細は
「だいとうじどうかんだより２月号」
をご覧ください。
【問合せ先】大東児童館 ☎72－7830

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歳位までの方
●勤務地：市内12クラブの学童保育所
●給 与：時給920円
※詳細については、
お気軽にお問合せください。
【問合せ先】
地域福祉係 ☎22－1294
（担当：相澤）

（C）関西テレビ放送

今年は
雪が
そのか ない！
わり…
9：00～オープニング
ゲーム
楽しいこ やフリマ
こどもたちによる
ともりだ
くさん!
★アンパンマンマーチ
★よさこいソーラン
★合唱 ★ヒップホップダンス
12：30～豆まき会
（＊ビニール袋を持ってきてね）

登録ヘルパー募集
●内

容：介護保険・障害者総合支援法に
基づく身体介護・家事支援等
●対 象：ヘルパー資格所有者
特に土日祝日勤務できる方
平日 夕方勤務できる方
●勤務地：市内利用者宅
●給 与：時給1,200円
【問合せ先】
介護・障害者支援係
☎22－1309
（担当：久保・大矢）

～曽我地区福祉協議会～
私たち曽我地区は、世帯数1,340世帯、人口3,570人の掛川市
の西に位置する地域です。まちづくり協議会は、区長会・学習セ
ンター・地区福祉協議会で構成され地区住民が支え合い、優しさ
に溢れるまちづくりをすすめています。地区福祉協議会は６部会
の中に３つの専門部会、２つの幼児保育部会、学童保育部会があ
り、それぞれが活発に活動しています。その中から平成27年９
月に結成した子育てサークル“こっこクラブ”を紹介します。こ
のクラブは、幼稚園・保育園児から小学校中学年までの子どもと

こっこクラブ “芋の苗植え”

一緒に遊ぶ場を作ってあげたいという思いを持ったお父さんが集まり、地域とのかかわりや体を動かし
自然の中で友達・親・地域の方とふれあう楽しさを感じさせたいとの思いで結成されました。現在は親
子20名の会員でソフトボール・サッカー・工作・お宮巡り等の活動をしています。
次は土方地区の紹介です。お楽しみに♪
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行事予定
大東児童館

７ 火

行

事

日

14：00 体操遊びクラブ（１，２年生）

行

事

２ 木 10：00 つくしんぼの広場合同

15：30（３～６年生）会場：アイク
15：00
15：35

時間

掛川児童交流館

2階）

（総合福祉センター（あいり～な）本館 3階）
TEL 24－0822

日

16 木 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（1・2歳児） 10 金 11：00 お話の広場
18 土 13：20 キッズクッキング（小学生）
25 土 10：00 そば打ち体験（小学生）

18 土

10：00 おもちゃ病院
15 水 10：00 ちびっこ広場

13：30 一輪車クラブ

16 木 10：00

ち～ちゃいもんひよこ・うさぎ
合同 お楽しみ会

19 日 10：00 サンデーパパ

訂正のお知らせ
24 金 10：00 ペンギン広場
社協だより12月号で、お知らせ
双子の日
しました1/7（土）の作って遊ぼう、
25 土 10：00
楽しもうは、1/21（土）10：30に
サイエンス
変更になりました。
おもちゃ図書館

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
２月は…

19日（日）
10：00～15：00

サンデーパパ 凧揚げ＆焼き芋 申込み受付中
き：平成29年１月８日（日）10：00～11：30

ところ：掛川市総合福祉センターあいり～な２Ｆ共用会議室
対 象：３歳～小学生低学年と父親
内 容：凧を作って遊びます。その後は焼き芋パーティーを
します。
持ち物：水筒、参加費300円

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

☎24-0822
申込み受付中

き：平成29年１月14日（土）13：20～15：00

場
内
対

所：大東保健センター 調理室
容：ウーピーパイ＊マシュマロを使ったアメリカのおやつ＊
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・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

13：30 ハンドメイドクラブＢ

18 土 10：00 なんでもチャレンジクラブ

午前 11：00～ 午後 3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

と

事

10：30 ハンドメイドクラブＡ

10：00 作って遊ぼう、楽しもう

毎週金曜日は★おはなしタイム★

キッズクッキング

行

9：00 ハンドメイドクラブＡ
４ 土

13：30 豆まき大会

時間

１ 水 10：00 ちびっこ広場

9：00 一輪車マラソン予備日
４ 土 10：00 わくわくキッズ

英語で遊ぼう！（園児）

８ 水 10：00 ぱんだくらぶ（０歳児）

と

曜日

４ 土

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

☎72-7830

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。

作って遊ぼう、楽しもう！「凧つくり」
と

1/7（土）13：00より 受付開始

き：平成29年1月21日（土）10：30～12：00

ところ：大須賀児童館 図書室
内 容：凧つくり 作った凧をみんなで飛ばそう。
そのあとおしるこを食べよう。
対 象：３歳～小学生（未就学児は保護者同伴）15人
（先着順）申込み制 小学生は自分で申し込んでね。
持ち物：参加費100円、ハンカチ、ティッシュ、水筒、
タオル、おはし、おわん

申込み・問合せ先：大須賀児童館

豆まき会

☎48-5965

と

申込み受付中

き：平成29年１月28日（土）13：30～15：00

ところ：掛川児童交流館
対 象：市内の３歳から小学生先着100人
（幼児は保護者同伴）
内 容：豆まき会
持ち物：参加費50円
＊詳しい内容は交流館だより２月号をご覧下さい。

申込み・問合せ先：掛川児童交流館

☎24-0822

★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

募集

捨てないで

TEL：24-6263

FAX：23-3319

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】地域福祉係 ☎22-1294（担当：渡部、黒柳）

募集

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
将棋 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

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
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

報告

 掛川市チャレンジドスポーツ協会交流大会
今回で５回目となります、掛川市チャレンジド
スポーツ協会交流大会を12月４日（日）13：00～
15：00で開催いたしました。
この事業は、歳末たすけあい運動の助成を受け
て行われました。当日は、掛川市チャレンジドス
ポーツ協会指導者会が中心となり、㈱誠和企画様
と社会福祉協議会様にも協力していただきました。
今年度は、トランポリン・吹き矢・フライングディ
スク・スカットボールの体験教室を行い大盛況で
した。トランポリン・エアロビック競技者の演技
披露もあり、約200人の参加者は最後の歌とプレ
ゼントで大満足でした。毎年開催いたしますので、
市民の皆さんもご参加下さい。

【担当・理事長：小林】

募集

「掛川市民成年後見制度啓発講演会」
あなたの財産と暮らしを守る
成年後見制度について学びませんか？
〇日

時：１月21日（土）13：30～15：30

〇会

場：掛川市徳育保健センター「徳育ホール」

〇講演内容：
・第１部

創作落語「天国からの手紙」

講師：行政書士 生島清身氏


（社会人落語家 天神亭きよ美）
・第２部 「成年後見制度」の解説
講師：掛川公証役場 公証人 大霜憲司氏

〇主

催：掛川市・NPO静岡県成年後見サポートセンター

〇問合せ先：掛川市高齢者支援課
☎21-1142（担当：太田・森下）
※申込み不要（直接会場へお越し下さい）
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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
◆家族介護支援事業◆

者

参加

フードバンクに
ご協力お願します。

!
募集! 介護教室のご案内
日
会
内

時：１月25日（水） 13：30～15：00
場：総合福祉センター２階共用会議室
容：介護者のストレス軽減について学ぶ
～日々の生活の中でできること～
対
象：家族を介護されている方 等
申込締切：１月16日（月）
協
力：アルフレッサ株式会社
【問合せ先】
地域福祉係 ☎22-1294
（担当：堀場）

・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。
※生鮮食品は受け付けていません。
※詳細はHPをご覧ください。
〈回収場所〉
掛川市役所

〈回収期間〉
平成29年１月５日～１月31日まで

◆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27日（金）13：30～15：00
あいり～な２階・小会議室
南部：1月11日（水）13：30～15：00
大東支所3階・会議室

●寄付金
＊養護老人ホーム
掛川市ききょう荘
＊土方区文化交流祭実行委員会
＊匿名１件

１Ｆ階段前

【問合せ先】
生活支援係
☎080-1593-5014
（担当：児玉・石川・鈴木）

善意をありがとう

●寄付物品
＊高柳和子（食品他） ＊岡田悌子（切手他）
＊中部電力掛川営業所検針員（介護用品他）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊㈱セルフウメキ（生活用品）
＊マックスバリュ東海
㈱ザ・ビッグ大東店（車椅子）
㈱ザ・ビッグ大須賀店（車椅子）
＊シニアクラブ下俣南寿会（タオル他）
＊匿名３件（食品、介護用品他）

（平成28年11月分）※順不同敬称略

●収集物
＊永田久子 ＊高橋春香 ＊縣正子 ＊渡辺直子
＊山崎清江 ＊㈲みのり園 ＊㈲平野建材
＊海坂発行所 ＊㈱セルフウメキ ＊戸塚書道教室
＊西町区 ＊大多郎地区 ＊上内田地区福祉協議会
＊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 危機管理課・福祉課 ＊匿名2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

5（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）※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
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総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）※当日のみ

12（日）
19（日）
3（金）

17（金）
心 配 ご と
相
談 市役所大東支所1F（72-1135） 10（金）

時間

ボランティアセンター（24-6263）

15：30
（受付終了
）

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）

13：00
～
16：00

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）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 24（金）

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

相談日

9：00
～
12：00

子育て相談

本所（22-1309）
随時受付
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