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《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク）

164NO.

児童生徒作品コンクール

入賞者発表

市内小・中学校からの多数のご応募ありがとうございました。
厳正な審査の結果、豊川市長賞をはじめ、優秀作品を選出いた
しました。（敬称略）

応募総数9,057点　
（ポスターの部3,170点、書道の部5,887点）

○豊川市役所子ども課前通路……………………………………………………10月 1日〜 10日（佳作除く）
○ゆうあいの里ふれあいセンター………………………………………………10月12日〜 24日
○豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」……………………………………………10月26日〜 11月10日（佳作除く）
○ボランティア・市民活動センタープリオ　市民交流ホール ………………11月12日〜 11月24日（佳作除く）

赤い羽根協賛
第65回

入賞者
発表

優秀作品は、次の日程で展示しますので、ぜひご鑑賞ください。

　 ポスターの部 　 書道の部

代田中 3年
瀬筒　美咲

八南小 3年
藤田　華帆

西部中 2年
鈴木　沙歩

御津中 3年
中村圭菜穂

豊川市長賞

豊川市議会議長賞

豊川市長賞

豊川市議会議長賞
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◆審査員特別賞（6名）
一宮南部小2年 能㔟　花恋 牛久保小4年 中尾　彩花

牛久保小5年 片瀬　遥音 御津南部小6年 服部誠純美

南部中 2年 夏目　あみ 御津中 3年 桑野　ゆず
　
◆入選（12名）

代田小 1年 有馬　恒貴 国府小 2年 渡辺　隼人

金屋小 3年 渡辺　愛梨 小坂井西小4年 太田和日子

天王小 5年 夏目　あゆ 桜木小 5年 小木曽こと乃

三蔵子小6年 林　　鈴菜 長沢小 6年 長谷部真紀

御津中 1年 柴田　航貴 御津中 1年 竹本　周平

代田中 2年 佐野　雄大 一宮中 3年 林　　修平

◆審査員特別賞（6名）
小坂井西小3年 浦野　愛理 小坂井中1年 渡辺　桜来

東部中 2年 福山　千智 西部中 1年 清家いつき

天王小 6年 藤原　亜衣 小坂井東小4年 夏目　姫依
　
◆入選（12名）

一宮東部小6年 奥村　　陽 御津南部小5年 羽田野珠夢

小坂井東小3年 井沢　麻那 桜町小 6年 藤村　成華

牛久保小4年 野澤　知樹 中部小 6年 鈴木　絢子

代田中 1年 原田　翔生 小坂井中1年 早川　　愛

南部中 3年 内藤　咲奈 小坂井中2年 山本　梨乃

豊川小 5年 伊藤　健太 代田小 5年 垣内　柚南

第65回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール入賞者発表

　 ポスターの部 　 書道の部

東部中 2年
鈴木　杏奈

小坂井東小 6年
夏目　涼佑

小坂井東小 5年
青木　桃子

音羽中 1年
加子　　華

紙面の都合上掲載できませんでしたが、
上記の他に『佳作』に各30名が選ばれました。おめでとうございました。

愛知県共同募金会
豊川市支会長賞

豊川市
社会福祉協議会長賞

愛知県共同募金会
豊川市支会長賞

豊川市
社会福祉協議会長賞
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今年も、10月1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に
展開されます。
豊川市においても、町内会、学校、事業所、民生委員児童委
員、ボランティアの方々をはじめ、多くの市民のみなさまの
ご協力をいただき実施します。
お寄せいただいた募金は、高齢者、障害のある方、こどもた
ちの事業をはじめ地域福祉活動推進のために役立てられて
います。

10月1日から12月31日まで

20,499,000円
平成25年度　赤い羽根共同募金　目標額

※募金はあくまでも寄付者のご意思に基づくものですが、社会福祉事業充実の
　ため必要となる募金額を目標額として定めています。

今年も、みなさまの温かい思いやりを
お寄せいただきますようお願いいたします。

義援金	 11,710,552円
サポート募金	 420,143円
みなさまのご協力
　　　誠にありがとうございます。

東日本大震災義援金受付状況（平成25年8月31日まで受付分）

赤い羽根共同募金運動
が始まります!



社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.164号

平成24年度　共同募金実績

種　別 合　計

戸 別 募 金 11,908,351円

事業所募金 3,969,294円

職 域 募 金 1,032,049円

学 校 募 金 1,113,195円

街 頭 募 金 115,345円

そ の 他 538,604円

歳 末 募 金        1,227,492円

合 　 計 19,904,330円

地域福祉推進の
ために

7,325,838円
　　　（36.8%）

小地域福祉活動の啓発・学習、社会福祉施設・
団体と地域住民との交流、小地域で福祉活動を
推進する委員会の拠点整備、民生委員児童委員
活動支援、ふれあい活動備品の購入や整備など

おとしよりの
ために

3,485,000円
　　（17.5％）

会食・配食ボランティア活動支援、ふれあいサ
ロン活動支援、敬老の祝品贈呈、老人クラブの
活動支援など

障害のある方の
ために

2,694,000円
　　（13.5％）

声のたより・声の社協だより・点字社協だより
の発行、貸出用車イスの維持管理、障害者団体
や家族会の活動支援など

子どもたちの
ために

　850,000円
　　（4.3％）

おもちゃ図書館、あかいはね遊び場遊具等の補
修改善など

歳末たすけあいに 1,164,492円
　　（5.9％）

ひとり暮らし高齢者・障害者（児）・ひとり親
家庭児童への歳末見守り訪問など

共同募金運動推進
のために

　940,000円
　　（4.7％）

共同募金運動資材費など

全県の福祉推進の
ために

3,445,000円
　　（17.3％）

社会福祉施設の整備費、社会福祉団体の事業費、
募金運動推進活動費など

平成24年度共同募金に
19,904,330円が寄せられました。
平成24年度にみなさまから
お寄せいただいた募金は、
愛知県共同募金会でまとめ
られ、豊川市の地域福祉向上
に、16,459,330円（約83％）
が、県内の広域の社会福祉施
設の整備や団体の事業に、
3,445,000円（ 約17 ％）が 役
立てられます。

みなさまからお寄せいただいた募金は、
次のような福祉事業に役立てられます。

ご協力ありがとうございました！
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　サロン活動とは、地域の人同士のつながりを深めるた
めの自主活動の場です。みなさんが主役であり、自由な
発想のもとに仲間づくり・生きがいづくり等の活動をして
います。こうした出会いの場を設けることは、地域への関
心の高まりと近隣での助け合いを育む地域づくりを目指
すものです。いざという時の頼りになる人の存在など、精
神的な支柱が地域にあることで、安心した生活を送るこ
とができます。
　今回は、三蔵子地区の活動を紹介します。
　三蔵子地区地域福祉活動推進委員会は、6つの福祉
会からなり、現在、そのうち5福祉会で町内会の協力のも
とボランティアさんや福祉委員さんによるサロン活動が
実施されています。
　昨年は、樽井町サロン立ち上げ支援を実施し、今年度
も大崎町ふれあいサロンの立ち上げを目標に様々な支
援を行っています。
　去る7月26日（金）には、大崎町の60歳以上の方や障
害者の方を対象に、三蔵子市民館にて、落語家の微笑亭
さん太さんから福祉出前講座「落語で学ぶ悪質商法」と
題し、振り込め詐欺や悪質商法について学びました。そ
の後、コミュニティソーシャルワーカーによる健康体操・
歌・ゲーム等でサロンの体験をしました。終始笑い声が絶
えず、参加者から「こんなに笑ったのは何年振りだろう」、

「最近は出かける場所がないがこうして歩いて参加でき
る場所をお願いしたい」との声を聞くことができました。

今回の参加者からの要望もあり12月6日（金）には、2回
目のサロンが予定されています。
　この他にも、三蔵子地区地域福祉活動推進委員会で
は、年1回、全ての地区のサロン参加者が集結し、「合同
サロン会」を行っています。これは、他の地区の福祉活動
推進委員会では例がない取り組みです。「合同サロン会」
では、ボランティアさんによる昼食会とビンゴゲームを楽
しんだり、三蔵子小学校6年生のみなさんが歌や楽器演
奏を披露したり、ゲームで交流したりします。合同サロン
会には、連区長さんや民生委員・福祉委員さんなど地域
福祉活動者も一同に集まり交流を深めます。今年は、11
月26日（火）に予定されており三蔵子連区すべての福祉
会から大勢の方の参加が見込まれています。
　社会福祉協議会では、こうしたサロン立ち上げ支援な
ど地域福祉活動の支援について、各地区に配置された
コミュニティソーシャルワーカーが積極的に関わるように
努めています。各地区のコミュニティソーシャルワーカー
にお気軽にご相談ください。

三蔵子連区合同サロン 大崎町サロン立ち上げ支援
CSWによる健康体操

誰もが住み慣れた地域で孤立することなく
安心して暮らしていくために

小 地 域
福 祉 活 動
紹介コーナー

みんなでつくる支えあいのまちみんなでつくる支えあいのまち
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福祉チャリティーバザー・ゆうあいの里夏まつり

ご協力ありがとう
ございました!!

模擬店 魚つり

　豊川市民生委員児童委員協議会主催の豊川市制施行70周年
記念事業「福祉チャリティーバザー」が、8月24日（土）、豊川市
勤労福祉会館で開催されました。当日は、多数のみなさまにご来
場いただき、盛況の中、終了することができました。バザー収益
金1,264,979円は全額、豊川市社会福祉協議会にご寄付をいた
だきました。

● 写真は、バザー会場の様子
　バザー用品を買い求める大勢の来場者で賑わいました。

　ゆうあいの里ふれあいセンターで、8月18日「ゆうあいの里夏まつり」を開催しました。
　残暑厳しい中4,100人という多くの方の参加をいただき、多数のボランティアさんのご協力、ご活躍によ
り、ミニゲーム・模擬店・バザーなどでまつりを大いに盛り上げることができ、盛況の内に終えることができ
ました。
　また、今年も地元などの皆さんの参加による“演舞ショー”は、和太鼓・ハワイアン演奏・吹奏楽・フラダン
スなどの多くの演目があり、最後の大抽選会まで大勢の方に楽しんでいただきました。
　ご参加いただきました皆様、ご協力いただきましたボランティアの皆様ありがとうございました。
　なお、模擬店・バザーの売上金13,129円は、豊川市社会福祉協議会に寄付いたしました。

福祉チャリティーバザー

ゆうあいの里夏まつり
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　豊川市視覚障害者福祉部会は、視覚障害者のための白杖講習会を開催します。視覚障
害者にとって白杖は視覚の代わりになる用具であり、また周りの人に障害者であるこ
とを知らせる効果もあります。今回の講習会で正しい白杖の使い方を学びましょう。広
く部会会員以外の障害者の方にも参加していただきたくお知らせいたします。

1　日　時 平成25年10月27日（日） 
  午前10時〜午後2時
2　会　場 若竹荘（豊川保育園園庭他） 
3　概　要
● 演　技 コンコン豊川　演舞 
  豊川保育園　年長児の踊り
● 行　事　もちなげ、大抽選会、似顔絵お姉さん
● 模擬店　焼き鳥、焼きそば、ラーメン、フランクフ

ルト、だんご、フライドポテト、チョコバナナ、やきた
てパン、ジュース  

● ゲームコーナー　おもちゃすくい、ヨーヨーつり、
ゲーム

出演　志多ら　杉浦充（筝）　加藤訓栄（津軽三味線）
1　日　時 平成25年11月30日（土）
 　　 （開場）午後3時（開演）午後4時
2　会　場 豊川市文化会館大ホール
3　入場料 SS 〜 A席指定席　B席自由席　
  SS席 一般4,000円　小学生以下3,500円
  S席 一般3,500円　小学生以下3,000円
  A席 一般3,000円　小学生以下2,500円
  B席 一般2,500円　小学生以下2,000円　
  当日券は、500円増
4　前売券（発売中!!）
 若竹荘、志多ら、プリオ2F、ほの国百貨店6F、
 チケットぴあ（0570-02-9999）[Pコード]177-107）

1 日　時 平成25年10月26日（土）午前10時〜 3時
2 場　所 小坂井生涯学習会館と名鉄伊奈駅
3 講　師 名古屋市聖霊病院　山本英毅　先生
4 参加費 1,000円（昼食代含む）
5 連絡先 中西（☎0533-78-3860）　佐竹（☎0533-89-9017）

若竹荘からのお知らせ 問い合わせ:
社会福祉法人若竹荘☎86-2533

たけのこ祭り（主催:社会福祉法人若竹荘）

☆ボランティア募集中☆

若竹荘チャリティー公演（主催:若竹荘後援会）

 社会福祉事業へ
雅會…………………………………１０，０００円
サクランボ調剤薬局 ……………… ５，０００円
八橋田三子…………………………２５，８６５円
牛久保　高橋………………………２４，３２０円
匿名１件 …………………………… ８，０００円
匿名1件 ………………………… はがき１６枚

 ボランティア事業へ
岩本節郎…………………………… ８，８９２円

（平成25年7月16日から平成25年8月14日受付分まで）

善意のコーナー ●多くのご寄附、ご寄贈をいただき、ありがとうございました。（順不同　敬称略）

白杖講習会開催
のお知らせ
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このページの情報についてのお問い合わせは・・・・
ボランティアセンター
▶豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」3Fにお気軽にどうぞ。
☎83-0630（受付時間　月曜~金曜　午前9時~午後5時15分まで）

ボランティアコーナー

おもちゃ図書館「バンビ」は、おもちゃがたくさんあっ
て自由に遊べるところです。子育て中のパパやママ
もちょっとのんびりしてみませんか。おじいちゃん
おばあちゃんも大歓迎です !
　開館日◎原則毎月第2・4土曜日　14:00~16:00

月 開催日
10月 12日 26日
11月 休み 23日
12月 7日※ 21日※
※11月9日はB1グランプリ開催のため
　お休みです。
※12月は、第1・第3土曜日です。

　場所◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」機能訓練室
対象◎乳幼児や障がいのあるお子さんとその兄弟姉妹
　
☆気に入ったおもちゃがあれば、
　借りることもできます。
☆おもちゃドクターが、壊れたおもちゃ

を修理する「おもちゃ病院」も同時
開設しています。15:30までにお持ちください。

おもちゃ図書館「バンビ」

　相手の話をじょうずに「聴く」ことができれば、
その人の気持ちを楽にし、元気を出してもらうこ
とができます。
　

日時 平成25年10月16日（水）10時〜 15時
会場 豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
講師 特定非営利活動法人ホールファミリーケア

協会
理事長　鈴木絹英（すずききぬえ）氏

定員 40名　※先着順
参加費 無料 ※昼食は各自でご用意ください。
対象 市内在住在勤で傾聴活動に関心のある方
内容 午前 講義:よい聴き手になるために

午後 演習:傾聴的な姿勢・態度を　　　　
身につけよう

申込み ボランティアセンター
（℡83-0630）へ電話で
お申し込みください。

8月の1か月間、市内の中高校生209名が、福祉施設や
地域のふれあいサロン等約50か所へ出かけてボラ
ンティア活動を体験しました。

日時 平成25年11月28日（木）10時〜 15時
会場 豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
講師 特定非営利活動法人ホールファミリー

ケア協会
理事長　鈴木絹英（すずききぬえ）氏

定員 40名　※先着順
参加費 無料　※昼食は各自でご用意ください。
対象 市内在住在勤で、①か②に該当する方

①過去に「傾聴ボランティア養成講座」を
受講した方

②現在、傾聴ボランティアとして活動して
いる方

内容 午前 講義:傾聴の基本（再確認）　　　　
活動上の疑問・困りごとQ&A

午後 演習:個人宅でよくある事例　　　
施設でよくある事例　ほか

申込み ボランティアセンター（℡83-0630）へ
電話でお申し込みください。

傾聴ボランティア
養成講座（入門編）

青少年ボランティア
体験学習から

傾聴ボランティア
フォローアップ講座

ただいま
募集中

10/1から
受け付け


