
がんばりまし
た。

大須賀児童館では、11月5日（日）に「ｅ～らふるさと」と同時開催で「児童館まつり」が行われ
ました。オープニングでは、「一輪車クラブ」による演技、大須賀「つくしんぼ1・2歳児」大東
「うさぎ・こあらくらぶ」によるかわいいダンスが披露されました。晴天の中たくさんの方が来
場し、子ども会、中高生ボランティア、シニアクラブ等、幅広い年代の交流が出来ました。

スタンプラリー

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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　8月から行われていたゆるキャラグラン
プリも11月19日（日）の全国大会をもって
終了しました。
　期間中はたくさんの応援をいただき、職
員一同感謝の気持ちでいっぱいです。
　また、今年度をもってゆる
キャラグランプリへの出場は
最後とさせて頂きます。これ
からも『優しさ』と『福祉の
心』を多くの人に伝えていけ
るよう努力していきます。

　去る11月14日（火）生涯学習センターに
おいて『第13回掛川市シニアクラブ大会』
が行われました。シニアクラブ会員350人
が集い、シニアクラブ掛川会長表彰で21
人、１クラブ、県の伝達表彰では5人、3
クラブが表彰されました。
　表彰式後のアトラクションでは、大道芸
を堪能し、笑いに係わるお話を聞き、会場
は笑顔で包まれていました。

第13回掛川市社会福祉大会のご案内

※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。

場所 掛川市生涯学習センターホール
（掛川市御所原17-1）

とき 平成30年2月17日（土）
午後1時～4時（開場：午後0時30分）

＜記念講演＞

良い介護とは
頑張らない介護である
＜講師＞

社会福祉法人 ｢緑成会｣ 特別参与

野原すみれ 氏

①式　典（表彰等） 午後1時～
社会福祉にご尽力された方への表彰状
並びに感謝状の贈呈

②手話言語条例紹介 午後2時～
③記　念　講　演　 午後2時30分～

内容

平成29年度
第13回�シニアクラブ大会

 ゆるキャラグランプリ結果報告 

…ご当地部門…
最終獲得票数

１６１６票
順位 ３０４位（６８０位中）

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』
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福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立城東中学校～
　城東中学校では、重点目標「進んで挑戦・高め合う仲間」のもと、様々な活動
を通して、福祉教育に取り組んでいます。

◎総合学習における活動
講師を招き、アイマスク体験や車椅子体験、手話体験などを実施し、
障がいについての理解を深めました。

◎委員会活動
福祉委員会を中心に各学級に呼びかけ、「エコキャップ回収」を行い
ました。また、募金活動にも積極的に参加しています。

◎校内におけるボランティア活動
校内の花の植え替えやリサイクル活動など、地域の方と連携しボラン
ティア活動に参加しています。

～原泉地区福祉協議会～

次は千浜西区の紹介です。お楽しみに♪

　原泉地区福祉協議会は、地域の状況に応じた福祉活動として、高
齢者の為に健康講座を開催しています。
　写真にあります「桜サロン」では、認知症予防の為の思考力強化、
手や足の運動を取り入れたメニューを全員で楽しく行っています。
　また、独居高齢者宅に、女性クラブが調理した福祉弁当を、各地
区の区長が見回りや声掛けを兼ねて配達しています。
　今後の地区の課題は、買い物支援、見守りネットワーク、家事支
援などに向け活動していくためのボランティアの確保です。
　毎年1回の実践地区視察研修会には、地区福祉協議会の福祉委員、
またまちづくり協議会の役員も一緒に出掛けています。まちづくり
協議会との協働活動を前向きに進めていきます。
　今後も地域住民の皆さんへ福祉活動の協力をお願いしていきたい
と思います。

掛川市子ども会連合会大東地区会・大東児童館　共催

児童館まつり in シオーネ
日時：1月21日（日）　9:30～13:00
会場：掛川市文化会館シオーネ
★あそびコーナー

・ボルダリング　・スラックライン　・ダブルダッチ体験
・射的　・わなげ　・おもちゃつり　・バスケットシュート
・くじ引き　・山ちゃんの手作りおもちゃ　・バルーンアート
★食べ物コーナー

・手作りパン・手作りスウィーツ・焼きそば・ポテト・チョコバナナ
・わたがし・お好み焼き・たいやき・フランクフルト
★シールラリー 　全部さがせたら景品がもらえるよ！

★ハンドメイド雑貨のお店もたくさんでますよ～♪
　「だいとうじどうかんだより１月号」 をご覧ください。

9:30～ オープニング

・こどもたちによる★アンパンマ
ンマーチ

★ソーラン節★ヒップホップダン
ス

【問合せ先：大東児童館　☎72-7830】

～参加者の作品～

～桜サロンの様子～

遊びも、食べ物も、お店も
他にもまだまだ
 たくさんあるキョ★

話題のスポーツを体験！
ボルダリング・スラックライン・ダブルダッチ
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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

3 土 13:20 キッズクッキング（小学生） 1 木 10:00 つくしんぼの広場合同 3 土 10:00 なんでもチャレンジクラブ

6 火
10:00 ぱんだくらぶ（0歳児）

3 土
10:00 クッキングクラブ 4 日 10:00 サンデーパパ

A15:00
B15:50 英語であそぼう（幼児） 13:30 豆まき大会 7 水 10:00 ちびっこ広場

15 木 18:00 ドッジボールクラブ（小学生） 7 水 10:00 すくすく広場
9 金 10:00 ち～ちゃいもんひよこ・

うさぎ合同お楽しみ会

17 土
体操遊びクラブ（小学生）

10 土
9:00 一輪車マラソン予備日

14:00 前半：１・２年生 10:00 わくわくキッズ 10 土 10:00 おもちゃ病院
15:30 後半：３～６年生 13:30 一輪車クラブ 17 土 14:00 常葉サイエンス

21 水 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（１・２歳児） 17 土 10:00 作って遊ぼう 18 日 10:00 にこにこたまご
22 木 10:00 うさぎ・こあらくらぶ（１・２歳児） 21 水 10:00 ちびっこ広場
24 土 10:00 そば打ち体験（小学生）

24 土
9:00 ハンドメイドA（ゆき）
10:30 ハンドメイドA（さくら）
13:30 ハンドメイドB

25 日 10:00 ふたごの日

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。　　

２月は…
 18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30年1月12日（金）・25日（木）・30日（火）の午前中
内　容： 大須賀地区の「保育園・幼稚園」訪問のお手伝い、 

ペープサート等、「キョーちゃん」と一緒に笑顔を
届けます。

時　間：午前中　90分程度
人　数：1～２名
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

大須賀児童館
「ボランティア」募集します

★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。

と　き：平成30年1月14日（日）9：15～10：50
ところ：総合福祉センターあいり～な入口集合
対　象：3歳から小学生低学年と父親　　　先着10組
内　容：交流館から歩いて消防署に見学に行きます。
　　　　消防署では、煙体験などいろいろな体験をします。
持ち物：水筒、ハンカチ
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

サンデーパパ　消防署見学 申込み
受付中！

キッズクッキング
と　き：平成30年1月13日（土）10：00～11：30
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：ミックスピザ　　　　
持ち物：参加費200円、エプロン、マスク、三角巾、飲み物
　　　　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（今年度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。

申込み
受付中！と　き：平成30年1月27日（土）13：30～14：30

ところ：掛川児童交流館　プレイルーム
対　象：市内の3歳から小学生　　先着100名
　　　　（未就学児は保護者同伴）
内　容：豆まき・おたのしみ
持ち物：参加費50円
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822
　　＊小学生は自分で申込みしてね。

豆まき会 申込み
受付中！
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【問合せ先】
地域福祉係　☎22-1294

（担当：岡本、渡部）

　11月４日・11日（全２日）あいり～なで災害ボランティアに
関する講座を実施しました。講座では、県社協・県ボランティア
協会・掛川市・災害ＶＣ掛川の方々にお話をしていただき、合計
26名の方が受講されました。
　講座の目的は災害ボランティアについて学び、その後の活躍の
場として、災害ボランティア団体等につなげ、掛川市の災害ボラ
ンティア団体の充実･災害ボランティアの担い手を育成するとい
うものです。全２日の講座を修了された８名の方には「ふじのく
に災害ボランティアコーディネーター認定証」が交付されました。
　参加者からは、「被災地へ支援に行った方からの話など関心が
持てた」「災害ＶＣを地域にＰＲできる場を検討してほしい」「運
営ゲームの時間がもう少し欲しかった。もっとじっくり考えなが
らやってみたかった」「自分の地域の避難所の現状を把握し、地
域にあった防災対応を考えていく必要を強く感じた」といった感
想があがりました。
　今後も社協では、災害ボランティア活動のきっかけ作りの場と
して「災害ボランティア養成講座」を計画していきますのでご協
力お願いします。

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。

募集 捨てないで　集めて役立つ収集物募集!!

※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。

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

取扱い
品　目

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

楽器演奏　書道　絵画　ダンス　舞踊　マジック　スポーツ　料理　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　あなたができる事で、力を貸してください。

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？

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

災害ボランティアコーディネーター
養成講座を実施しました
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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
※第二日曜日は女性のみ

 4（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）18（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

 2（金）

13：00
～
16：00

16（金）

市役所大東支所1F（72-1135）  9（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 23（金）

子 育 て ・
療 育 相 談

徳育保健センター
（※要予約22-1309：本所） 26（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

２
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：１月26日（金）　１3：30～１5：00
　　　あいり～な 2階・小会議室
南部：１月１0日（水）　１3：30～１5：00
　　　大東支所 3階・会議室

（平成29年11月分）※順不同敬称略
●寄付金
＊松浦梱包輸送㈱　＊土方区交流文化祭　＊粟本地区福祉協議会
　 　
●寄付物品
＊森下武（介護用品） ＊平野信江（座布団）＊山脇たか子（食品）
＊マックスバリュ東海㈱ザ･ビッグ大東店（車椅子）
＊おすもうや（レクリエーション用品）
＊シニアクラブ南地区下俣南寿会
＊市職員年金者連盟（タオル）＊匿名4件（食品、雑巾他）

●収集物
＊萩田博　＊小松順子　＊高橋春香　＊松本靖代　＊海坂発行所
＊沖一化工㈲　＊㈱東峰精密　＊㈱ギャバン　＊郷土新聞
＊大東苑　＊風の家　＊粟本地区福祉協議会　＊新井区民
＊第3地区民生委員児童委員協議会　＊戸塚書道教室
＊第4地区民生委員児童委員協議会　＊十王区王寿会
＊第5地区民生委員児童委員協議会　＊こうようの丘
＊シニアクラブ南地区下俣南寿会　＊大坂幼稚園PTA　
 ＊市役所 危機管理課、子ども希望課、福祉課　＊匿名6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。

対　象：65歳位までの方
　　　　（大学生・専門学生可）
場　所：市内10か所の学童保育所
期　間：登録日より（土曜保育あり）

※ 勤務時間・勤務日数・募集人数等に
ついては、お問合せ下さい。

申込み：１月26日（金）まで☎受付

【申込み・問合せ先】
地域福祉係☎22-1294

（担当：相澤）

日　程：2月6日（火）
時　間：13:00～15:00
会　場：総合福祉センター２階 共用会議室
テーマ： 『認知症のお薬
　　　　　高齢者認知症患者さんへの接し方』
講　師： 一般社団法人 小笠袋井薬剤師会
 理事　 増田  祥典 氏
対　象：ご家族を介護されている方
　　　　身近で認知症の方と関わりのある方
申込み：1月31日（水）まで
協　力：一般社団法人 小笠袋井薬剤師会
　　　　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）

～学童保育所 職員募集～
介護教室のご案内学童保育所登録職員
◆家族介護支援事業◆
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