
たくさんの 笑顔 があふれました!
第13回　掛川市ふれあい広場

　10月15日（日）掛川市生涯学習センターにて、「第13回掛川市ふれあい広場」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、掛川市立西中学校吹奏楽部による演奏、佐原なおきち氏によるベース演奏ライブなどが行わ
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2,500人）
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第13回掛川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）
・掛川市視覚障害者協会 様（売上金一部寄附）・ガールスカウト静岡６団 様（売上金一部寄附）

◆企画
・掛川市立西中学校 吹奏楽部 様（吹奏楽演奏）・佐原なおきち 様（ベース演奏）
・静岡県立掛川東高校 美術部 様 、中村弘美 様（フェイスペイント）
・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13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
・掛川市立城東中学校 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（当日ボランティア）

◆ブース
・掛川市民生委員児童委員協議会 様（もちつき）
・日本アニマルセラピー協会 様（アニマルセラピー）
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福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立西中学校～
　掛川西中学校では、重点目標「夢・自立・共生」のもと自他の生命を大切にす
ること、多様な生き方を認め、他者のよさに気づくことのできる生徒の育成を目
指して福祉教育に取り組んでいます。

【総合的な学習の時間】
　３年生を中心にユニバーサルデザイン（ＵＤ）をテーマに学習を行い
ました。グループで地域の通学路や施設などを探索し、ＵＤについて自
分達の視点で考えました。また、「多文化共生」「ＵＤ」についての出前
講座を受講し、「共生」について学習しました。
【ボランティア委員会】
　アルミ缶を毎週水曜日に回収しています。ひとつでもいいので持って
きてもらえるように学級で呼びかけをし、福祉活動に対する意識を高め
ています。昨年は回収したアルミ缶で得たお金で中東遠総合医療セン
ターと社会福祉協議会に車いすを贈りました。

～千浜東地区福祉協議会～

次は原泉地区の紹介です。お楽しみに♪

　千浜東地区福祉委員会は、区長さんをはじめ地区役員、各種協
力団体のみなさん総勢41名で組織され活動しています。
　主な活動は、年2回のふれあい交流会、高齢者いきいきサロン、
小地域福祉ネットワーク活動などです。
　ふれあい交流会では、高齢者だけでなくスタッフも一緒にプロ
グラムに参加し、全員でおいしい昼食をいただくのが恒例となっ
ています。
　高齢者いきいきサロンは2つのサロ
ンが自主的に活動しています。
　小地域福祉ネットワーク活動は委員
や支援員のみなさんと日々の生活を見
守り、誰もが安心して暮らせる地域づ
くりを実践しています。
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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

6 土 13:00 ダンスクラブ（小学生） 13 土  9：00 一輪車マラソン 6 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ
10 水 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（１・２歳児） 18 木 10：00 つくしんぼの広場合同 10 水 10：00 ちびっこ広場
11 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（１・２歳児） 13 土 10:00 おもちゃ病院

13 土
10:00 キッズクッキング（小学生） 14 日  9:30 サンデーパパ
13:00 ダンスクラブ（小学生） 17 水 10:00 ちびっこ広場

20 土 18:00 ダンスクラブ（小学生）
18 木

 9:45 ち～ちゃいもんひよこＡ
21 日  9:30 児童館まつり 10:45 ち～ちゃいもんひよこＢ
23 火 10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）

19 金
 9:45 ち～ちゃいもんうさぎＡ

24 水 10:30 園訪問（千浜幼） 10:45 ち～ちゃいもんうさぎＢ
25 木 18:00 ドッジボールクラブ（小学生）

20 土
 9:00
10:30
13:30

ハンドメイドＡ（ゆき）
ハンドメイドＡ（さくら）
ハンドメイドＢ26 金 10:15 園訪問（千浜保）

27 土
体操遊びクラブ（小学生） 25 木 10:00 ふたごの日

14:00 前半：1・2年生 27 土 13:30 豆まき会
15:30 後半：3～6年生
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

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
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。　　

１月は…
 21日（日）
 10：00～15：00

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

と　き：平成29年12月16日（土）10:00～11:30
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：３歳～小学生　50名
　　　　小学生以下の子は、お家の方と一緒に
内　容：劇、パネルシアター、ビンゴゲーム
持ち物：参加費100円、飲み物、マスク
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965
　　※小学生は自分で申込みしてね！
　　※休む時は前日までに児童館へ連絡してください。

クリスマス会 in おおすか児童館
12/1（金）16時申込み開始

『本と遊ぼう！　全国訪問おはなし隊』
と　き：平成29年12月10日（日）14:30～15:40
ところ：総合福祉センターあいり～な駐車場、
　　　　児童交流館プレイルーム
対　象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内　容： 『おはなし隊』のキャランバンカーがたくさんの絵

本を乗せて交流館を訪問します。前半は、駐車場で
キャラバンカーを自由見学、後半は、プレイルーム
にて絵本と紙芝居の「おはなし会」があります。

☆両方に参加してくれた子にはプレゼントがあります。
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、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。

キッズクッキング 申込み
受付中！と　き：平成29年12月９日（土）13:20～15:00

ところ：大東保健センター２階　調理室
対　象：小学校１～６年生　20名（先着順）
内　容：クリスマスリースクッキー
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン、マスク、
　　　　ふきん２枚、手ふきタオル、持ち帰り用タッパー、
　　　　出席カード（今年初めての人は当日渡します）
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！

と　き：平成29年12月10日（日）10:00～11:00
ところ：掛川児童交流館　会議室　※日曜開催になりました。
対　象：１人目妊娠中の妊婦さん
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

にこにこたまご（妊婦さんクラブ） 申込み
受付中！

と　き：平成29年12月24日（日）13:30～15:00
ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：パパならどなたでも
内　容： サンタになって交流館のクリスマス会を盛り上げよ

う！参加してくれたパパには、キョーちゃんサンタ
と一緒に撮影した家族写真のプレゼントもあるよ！

申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

サンデーパパ　パパサンタ集まれ！ 申込み
受付中！
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湖西発　踏み出そう！はじめの一歩
外はひろいぞ、楽しいぞ

と・まーる～発達障がいの子を持つ親の気持ちを受け止める会～　受賞

第40回静岡県ボランティア研究集会

第34回中日ボランティア賞

●日　時：平成30年2月11日（日）10:00～16:15
●会　場：湖西市新居地域センターホールほか
●内　容：①基調講演
　　　　　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
●定　員：400名※定員になり次第、締切り

●問合せ先：NPO法人静岡県ボランティア協会　
　　　　　　☎054-255-7357

　10月19日（木）に第34回中日ボランティア賞の贈呈式が開催
され、掛川からは「と・まーる」が受賞されました。
　「と・まーる」は東遠地区の障がい児を持つ家庭に対し、積極
的に支援活動を行っています。また発達障がいの子を持つ母親が、
スタッフとして交流会や療育イベントなどを定期的に開いていま
す。発足間もない新しい団体ですが、より一層の成果が期待され
ています。
　社協としても、引き続き協力・連携をしていきたいと思います。

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。

【申込み・問合せ先】
静岡県立静岡視覚特別支援学校
　地域福祉係　☎054－283-7300（担当：青山、仲山）

　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。

平成30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』
日時：平成30年1月10日（水）
　　　平成30年2月14日（水）
　　　平成30年3月14日（水）
　　　いずれも13:30～15:00

対象：18歳以上（高校生不可）

内容： 市内の施設に来てみませんか。精
神障がい者の良き理解者になるた
めに、市内の施設（作業所・病院）
を見学します。障がいのある方と
一緒にパンを作ったり、精神医療
保健福祉の状況を学んだりします。

【申込み・問合せ先】
（社福）Mネット東遠　☎29-8970

地域啓発支援事業
｢行ってみよう､知ってみよう｣

募集

募集 募集

報告

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

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
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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

 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）
※当日のみ

 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） 29（月）  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

１
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：12月22日（金）　10：00～15：00
　　　あいり～な 2階・共用会議室
南部：12月13日（水）　13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター・和室

（平成29年10月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊成行会
＊カサブランカ
＊掛川商工会議所
＊匿名1件

●寄付物品
＊古島俊二（電子辞書）
＊山脇たか子（食品）
＊(株)ブレインシステム（車いす他）
＊第4地区民生委員児童委員協議会（文具）
＊匿名3件（介護用品・食品他）

●収集物
＊浅岡芳男　＊鈴木克巳　＊(株)ギャバン
＊㈲五十右園　＊訪問看護ステーション大東
＊大東苑　＊十王区王寿会　
＊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
＊掛川市立城北小学校　＊掛川市立東中学校
＊掛川市　危機管理課・子ども希望課・福祉課
＊匿名3件

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。

《お詫びと訂正》
　社協だより11月号P2平成29年度静岡県健
康福祉大会表彰の【社会福祉事業協力者・団
体】の欄で、「城西区いきいきサロン」と記載
をしましたが、正しくは「城内区いきいきサ
ロン」でした。お詫びして訂正いたします。

　昨年度好評だったシニアのための測定会です。
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。

① 日時：平成30年1月22日（月）14:00～
会場：たまり～な

② 日時：平成30年1月29日（月）14:00～
会場：桜木ホール

定　員：両日とも40名程度　※先着順
参加費：会員300円
　　　　（会員以外は検定料1,080円の内800円）

【申込み・問合せ先】
シニアクラブ掛川支部事務局　☎24-2754

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。

※詳細は社協HPをご覧ください。
　　　　＊回収場所が増えました

≪回収場所≫ 掛川市役所1F　階段前
社協本所　大東ふくしあ　大須賀ふくしあ
≪期　　間≫平成30年1月初旬～末まで
【問合せ先】生活支援係　☎080-1593-5014
 （担当：児玉・石川・鈴木）

フードバンクにご協力お願いします。シニアクラブ掛川支部
「自立体力測定会」

募集
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