
　かけがわキューピーおもちゃ図書館は、1985年、掛川市にもおもちゃ図書館がほしい！というお母さんたちの
熱意で開館し、今年32年目を迎えました。スタート時は障がいのある子とその兄弟のための活動でしたが、現
在は『障がいのある子もない子もおもちゃを通してふれあい、親同士も交流し共に育ち合う場』として運営して
います。また、「情報交換・リフレッシュ・子育て相談・ボランティア活動に参加できる場」としても活用されて
います。おもちゃ図書館は、1人ひとりが違いを認め合いともに生きる地域づくりをめざしています。

保護者と一緒に
　あそびにきてね♪
（子どもさんだけでの来館はご遠慮ください。）

ボランティア団体「かけがわキューピー
の会」の協力のもと運営されています。
「いっしょに活動していただける方を
お待ちしています＾^ 」

“おもちゃ”がいっぱい！
　 笑顔がいっぱい！
どなたでもご利用いただけます。

かけがわキューピー
おもちゃ図書館
開館日：毎月第３日曜日
� （10月を除く）
開館時間：午前10時から
� 午後３時
会　場：掛川児童交流館
� プレイルーム

おもちゃの数は200個以上！
ひとり３点まで借りることが
できます。

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
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　ひきこもり者は、人口に対する出現率が0.5％と言われております。この出現率を元と
すると掛川市内のひきこもり者は約600人いることが考えられます。
　ひきこもりについては、当事者が安心して社会参加できるよう、地域の方々の理解が必
要です。
　掛川市社会福祉協議会では、平成26年度からひきこもり者支援事業として下記の取り
組みを実施しています。

ひきこもり者支援検討連絡会
　ひきこもり者支援に関係する機関・団体が
集まり、掛川市内での支援方法を検討してい
ます。

学習会・サロン
　NPO法人サンフォレスト代表 三森重則氏
をアドバイザーとして、ひきこもりについて
の学習や悩みの共有をしています。
対　　象  当事者・家族のみ対象
開催予定日  7/22（土）、10/28（土）、
　　　　 1/27（土）、3/10（土）
時　　間  13：30～15：30
会　　場  掛川市総合福祉センター
　　　　 共用会議室

ひきこもり者支援啓発講演会
　地域に暮らす市民の方を対象に理解啓発を
促し、より住み良い暮らしの実現のため、実
施しています。

おしゃべり会
　当事者・家族の日頃の思い、悩みをお互い
に共有する場です。

対　　象  当事者・家族のみ対象
開催予定日  8/5（土）、12/9（土）、
　　　　 2/24（土）
時　　間  13：30～15：30
会　　場  掛川市総合福祉センター
　　　 　共用会議室

　この度、掛川市社会福祉協議会会長に就任いたしました水野幸雄です。よろしくお願い
いたします。地区まちづくり協議会が全地区でスタートした中で、地域福祉の推進や、社
会福祉法を始めとする法律改正など重要な時期に、このような重責ある役を受けることに
なり、身の引き締まる思いをしております。
　多様化する福祉課題に関して、掛川市の身近に存在する「ふくしあ」
を中心とした地域包括ケアの推進と、市民協働のまちづくり活動との連
携を図りながら「孤立・孤独」をなくし「人が助けあい、支えあう」地
域福祉の充実に力を入れてまいります。
　常に社会のニーズを大切にし、住民に頼りになる社会福祉協議会を目
指して、役職員一丸となって努力をいたします。どうぞ今後共皆様のご
支援・ご協力を心からお願い申し上げます。

「地域福祉の充実」を目指して
～ 会長就任のごあいさつ ～

ひきこもり者支援事業

【問合せ先】　地域福祉係（担当：川又）
TEL 22-1294 ／ FAX 23-3319

会長　水野 幸雄
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～掛川第三地区福祉協議会～

次は第一小地区の紹介です。お楽しみに♪

　

他にも多数の用品があります。 
各ふくしあ社協、ホームページでお助け用品一覧を閲覧することができます。

利用対象： 地域住民のふれあい・交流を促進することを目的とした
事業・行事を行うグループ・団体

利用方法：貸出状況を確認の上、申請書をご提出ください。
　　　　　※貸出希望日の６ヶ月前から予約可
　　　　　搬出入は 利用される方（団体）でお願いします。
貸出期間：１週間以内
利 用 料：無料

【申込み・問合せ先】総務係　☎22-1294（担当：田中）または各ふくしあ社協

H29年度から新しいお助け用品が増えました!!
地区のサロン・子ども会などの行事にご活用ください。

地区福祉懇談会
～認知症について～

中部ふくしあ職員による認知症高
齢者事例の寸劇を見た後、11区の
役員が５つのグループに分かれて
現状の問題点などの意見交換をし
ました。

健康体操教室
毎月第３水曜日に実施しています。
男女約30人が参加し元気よく、明
るく、笑顔をモットーに楽しくやっ
ています。

新年ふれあい落語会
高齢者を対象として、11年間続い
ている事業です。昨年度は三遊亭
歌奴師匠をお招きして参加した皆
様が迫力ある演技と笑いに感動し
ました。

くだもの収穫つり ソフトフォームボウリング 低床型玉入れ

麻雀牌 紅白スプーンゲーム フリースタイル輪投げ
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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、Facebook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

2 土 13：30 ダンスクラブ（小学生） 2 土 13：30 作って遊ぼう 6 水 10：00 ちびっこ広場

5 火

10：00 ぱんだくらぶ（0歳児） 5 火 10：00 つくしんぼの広場２歳児生きデイさんと交流 9 土 10：00 おもちゃ病院

15：00
英語であそぼう（幼児）

6 水 10：00 すくすく広場 10 日  8：45 サンデーパパ

15：50 8 金 14：45 移動児童館（横小）
14 木

 9：45 ち～ちゃいもんひよこＡ

13 水 放課後 移動児童館（千浜小）
9 土

10：00 わくわくキッズ 10：45 ち～ちゃいもんひよこＢ

14 木 10：00 うさぎ・こあらくらぶ（1、2歳児）生きデイさんと交流 13：30 一輪車クラブ 15 金 11：00 ち～ちゃいもんうさぎＡ

15 金 放課後 移動児童館（大坂小） 14 木 10：00 つくしんぼの広場1・2歳児

16 土

 9：00 ハンドメイドＡ（ゆき）

16 土 13：20 キッズクッキング（小学生） 25 月 10：30 赤ちゃんふれあい交流事業（すくすく広場と高校生） 10：30 ハンドメイドＡ（さくら）

20 水 放課後 移動児童館（土方小） 27 水 14：30 移動児童館（大渕小） 13：30 ハンドメイドＢ

21 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生） 29 金  9：30 赤ちゃんふれあい交流事業（すくすく広場と高校生） 17 日  9：30 なんでもチャレンジクラブ

25 月 10：30 赤ちゃんふれあい交流事業（ぱんだくらぶと高校生） 30 土 13：30 クッキングクラブ 20 水 10：00 ちびっこ広場

29 金  9：30 赤ちゃんふれあい交流事業（ぱんだくらぶと高校生） 22 金 放課後 移動児童館（上内田小）

30 土
14：00 体操遊びクラブ（小学生）

前半：１・２年生
後半：３～６年生

29 金 11：00 ち～ちゃいもんうさぎＢ

15：30

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど 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。

９月は…
 17日（日）
 10：00～15：00

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど 毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなどみんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と　き：平成29年８月８日（火）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：第１子妊娠中の妊婦さん
内　容：赤ちゃんグッズを作ろう！　フリートーク
　　　　絵本・手遊びの紹介　など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

プレママ集まれ！にこにこたまご　申込み受付け中
と　き：平成29年８月25日（金）10：00～12：00
� （出入り自由）　
ところ：掛川児童交流館　会議室　※自習形式です。
対　象：小学生
内　容：�涼しい部屋で夏休みの宿題をみんなで

やろう！
　　　　※工作は持ち込まないで下さい。
持ち物：宿題をやるのに必要な物、水筒
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

宿題をやろう！
申込みは必要ありません

と　き：平成29年８月22日・23日（火・水）
　　　　9：30～12：00（２日間参加可能な人）
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：幼児から大人　20名
　　　　�（幼児・子どもが優先です。小学生以下は、保護者同伴のこと）
内　容：布をあんで、ぞうりを作ります。
持ち物：参加費300円（大人は500円）、布きりはさみ、
　　　　水筒、タオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965
　　※自分で申込みしてね！

大人も子どももいっしょに！ ぬのぞうりをあんでみよう！
８月４日（金）9：00～　受付開始

と　き：平成29年８月23日（水）10：00～11：30
ところ：大東児童館
対　象：小学生１～６年生　20名（先着順）
内　容：★あきビンでスノードームを作ろう！★
持ち物：フタ付きビン（250mlくらいの大きさ）
　　　　※水がこぼれないようにフタできるもの
　　　　　スノードームに入れたい物（人形、ビーズ等）
　　　　※フタを閉めてもビンに入る大きさの物
　　　　手ふきタオル
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830
　　※小学生は自分で申込みしてね！

夏休みハンドメイド 家にある物で作ってみよう！（無料）
申込み受付中
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９月行事予定



　昨年は熊本地震が発生し、掛川市からも多くのボランティアが現地に向かいました。
　掛川市も、いつ被災地となるか分かりません。
　「災害ボランティアセンター」とは、災害が発生したときに被災地及び被災者を支援する
ことを目的に設置される、ボランティア活動を円滑に進めるための拠点です。
　今回の訓練では、発災から３日目を想定して、災害ボランティアセンター立上げの流れを
参加者全員で体験します。

災害ボランティアセンター立上げ訓練参加者募集

日　時：平成29年９月３日（日）　9：30～12：00（受付　9：15～）
場　所：掛川市総合福祉センターあいり～な内　シルバー人材センター作業室
対　象：どなたでも
締　切：８月25日（金）まで
【申込み・問合せ先】
　　　　地域福祉係（担当：岡本、渡部）
　　　　TEL：22－1294　　FAX：23－3319

～ 社会福祉協議会職員募集 ～
職　　種：コミュニティソーシャルワーカー
勤 務 先：ふくしあ
業務形態：福祉総合相談、個別支援、地域・ボランティア活動支援、福祉事業の企画運営他
雇用形態：嘱託職員（月給制）
勤務時間：月～金 8：30～17：15（残業・休日出勤有）
資　　格：不要※社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等あれば尚良し
問 合 せ：☎22－1294（担当：松井）

※ 並行して募集活動を行っておりますので、本誌発行時には状況が変わっている
可能性があります。まずは、お問合せください。

職　　種：障がい児学童 かざぐるま支援員
勤 務 先：放課後等デイサービスセンターかざぐるま（あいり～な１階）
業務形態：障がいのある児（小～高等部）の放課後支援、レクリエーション、散歩支援等
雇用形態：パート職員（時給920円）
勤務時間：平日 13：15～18：15／長期休暇 8：30～17：30（いずれも月～金の内、２～４日）
資　　格：保育士、教員、社会福祉士等あれば望ましい
問 合 せ：障害者支援係　☎22－1309（担当：森田、黒田）

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

募集
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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



 
あたたかい心を

ありがとうございます
中遠環境保全㈱様から1,000,000円のご寄付を
いただきました。
福祉事業推進のために活用させていただきます。
ありがとうございました。

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。

善意をありがとう

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）※当日のみ
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

 3（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

10（日）
17（日）

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

 1（金）

13：00
～
16：00

15（金）
29（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  8（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 22（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約22-1309：本所） 22（金）  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

９
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

◆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：8月18日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・共用会議室
南部：8月9日（水）13：30～15：00
　　　大須賀支所２階・会議室

（平成29年6月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊掛川市心身障害児の放課後と
　長期休暇を考える会 北部親の会
＊掛川西高等学校３学年生徒一同

●寄付物品
＊竹島猛（タオル）
＊細山直子（介護用品）
＊小畑静雄（切手）
＊渡辺孝次（タオル他）
＊中村貴志（玩具）
＊お茶の実の雪うさぎ工房（焼菓子）
＊匿名５件（食品、調理具他）

●収集物
＊青山俊夫　＊小畑静雄　＊高橋春香　＊鈴木友子
＊新子乙江　＊広岡和子　＊高柳隆行
＊㈱ギャバン　＊トーヨー・ロジテック
＊沖一化工㈲　＊㈲柴田車両　＊小笠原加工㈱
＊第三地区民生委員児童委員協議会　＊岩井寺
＊第四地区民生委員児童委員協議会
＊第五地区民生委員児童委員協議会　＊下俣郵便局
＊つくしなかよし広場　＊卓球ひまわり
＊十王 三寿会　＊ほほえみ桜会　＊市役所 福祉課
＊匿名３件

《子育て・療育相談》　※予約制
子育てで困っている、育てにくいな…
もしかして発達が遅れてる？
そんな不安や心配のご相談をお受けします。

日　時：月１回（午前）
　　　　毎月の日程は下記をご覧ください。
場　所：掛川市徳育保健センター
※相談日以外でもお受けできます。
　お気軽にお電話ください。

おかあさん　ひとりでなやまないで楽しく子育てしようよ

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。

《子育て相談》
子育て全般に関する相談をお受けします。

日　時：月～金（祝日を除く）
　　　9：00～17：00
※随時、お気軽にお電話ください。

【問合せ先】
　障害者支援係�☎22－1309
　（担当：山﨑、後藤）

6

かけがわ社協だより　平成29年８月号


