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この「社協だより」は、共同募金配分金で作成しています。
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おもちゃ図書館「バンビ」
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★おもちゃ病院も同時開設しています。
★おもちゃ図書館を手伝ってくれる
　ボランティアも随時募集しています。

場所　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」機能訓練室

※5月23日はおいでん祭のためお休みです。

たのしい
おもちゃが
いっぱいだよ！！

　平成２６年度福祉体験作文コンクールにおいて、愛知
県全体で小・中・高校生あわせて687編の作品が寄せら
れ、豊川市から応募した鳥山さんの作品が入選しまし
た。社会福祉会館ウィズとよかわ
３階で作品集を読むことができ
ます。

　　「僕と兄の生い立ち」
豊川市立南部中学校２年

鳥山　竜聖さん

入選おめでとうございます！！

手話講習会【入門】

点訳ボランティア入門講座

普通会員　１口

特別会員　１口

賛助会員　１口

法人会員　１口

施設会員　１口

500円
1,000円
1,000円
2,000円
2,000円

普通会員
特別会員
賛助会員
法人会員
施設会員

13,347,550円
403,000円
780,000円

1,444,000円
24,000円

講座がスタートします!!
参加してみませんか! !

講座の申込みは、豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話 0533-83-0630へどうぞ！
FAX 0533-８9-0662

　聴覚障害への理解を深め、コミュニケーションを図るための方法を学びます。≪昼の部≫と≪夜の部≫があります。
ご都合に合わせてお申込みください。

　点字を初歩から学ぶことができる点訳ボランティア養成講座を開催します。
視覚障害のある人が、文字を読んだり書いたりするときに使うのが「点字」です。
　普通の文字で書かれているものを点字に書き直す作業を「点訳」といいます。
　この機会にぜひ点字を楽しく勉強しませんか。

　豊川市社会福祉協議会では、市民の皆さまと
ともに「みんなでつくる支えあいのまち」をめ
ざし、地域福祉活動推進委員会やボランティア
をはじめとする様々な地域の福祉活動を応援し
ています。皆さまからいただいた会費は、これ
ら地域福祉活動をすすめる貴重な財源となって
いるとともに、社協が実施する様々なサービス
等に活用させていただきます。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願いい
たします。

とりやま　りゅうせい

題名

〈昼の部〉平成２７年５月１３日～１０月７日までの毎週水曜日
　　　　１０時～１２時　全２０回　※８／１２と９／２３は休み
〈夜の部〉平成２７年５月１５日～１０月２日までの毎週金曜日
　　　　１９時～２１時　全２０回　※８／１4は休み
〈昼の部〉〈夜の部〉各２０名
市内在住・在勤の１６歳以上の方で、今までに手話講習会を
受講したことのない方
無料（ただしテキスト代として税込３，２４０円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

日　程

定　員
対　象

受講料
会　場

日　程

定　員
対　象
受講料
会　場

平成２７年５月１５日～平成２８年３月１１日まで
原則として隔週金曜日　１３：３０～１５：３０　全２０回　
※１２／２５は休み、１月は１５日からスタート、３／１１は予備日
２０名
市内在住・在勤の方
無料（ただしテキスト代として税込１，０８０円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

手話講習会【入門】

点訳ボランティア入門講座平成27年5月1日

           7月31日

15,998,550円

募 集 期 間

平成26年度実績

金

金

４月６日から先着順で
受け付けます！

受 講 者 募 集 ！

ふれあい電話の様子

本野サロンの様子

☆広報とよかわ、社協だよりなどの広報物をボランティアの協力により音訳・点訳して発行しています。
希望がありましたら、豊川市社会福祉協議会までご相談ください。

会員募集中！

やってみようかな♪
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豊川市社会福祉協議会
地域福祉課　地域福祉係（豊川市社会福祉会館内）
　

　豊川市社会福祉協議会では、市内の社会福祉施設、
福祉関係団体等が主体となって、要援護者（要援護高齢
者、障害者、児童）と地域住民との交流を深める事業に
対し助成を行います。助成金の交付を希望される施設・
団体を公募いたしますので、次の事項を確認のうえ申請
をお願いします。
□助成対象事業
　要援護者（要援護高齢者、障害者、児童）と地域住民
との交流を目的とする事業。ただし、同一事業について
は、通算３年までとします。（例：盆踊り、クリスマス会等の
各種イベント）
□除外要件
•当該事業に対し他の助成金との重複や公的な補填が
ある場合
•収益確保を目的とする場合
□申請方法
　所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記まで申
請ください。
□受付期間
平成２７年４月２０日（月）から平成２７年５月２２日（金）まで
□助成対象事業実施期間
平成２７年６月１日（月）～平成２８年３月３１日（木）
□助成額
１事業７万円以内
※助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り
　捨てることとします。
□助成割合
総事業費の１／２
□助成の決定
申請いただいた書類をもとに審査選考させていただきま
す。（必要に応じ、ヒアリングをさせていただく場合があり
ます。）
□助成金の交付時期
事業完了後交付します。

　豊川市社会福祉協議会では、市内のボランティアグルー
プ、市民活動団体及び福祉的な課題に取り組んでいる団
体・グループ等の活動の促進と共同募金への理解の拡大
を図ることを目的に、助成する事業を公募します。助成金の
交付を希望される団体・グループは、次の事項を確認のう
え申請いただきますようお願いします。
□助成金の対象団体
　豊川市内で活動する非営利の次の団体で、助成金以外
の財源がある団体。
⑴団体設立後、１年以上の活動実績があり、法人格を持た
ない任意の団体
⑵特定非営利活動法人
⑶宗教と政治に関するものでない団体
⑷国、愛知県、豊川市及び豊川市社会福祉協議会から当
該年度助成を受けない団体

□助成対象事業
　地域福祉推進の観点から「みんなでつくる支えあいのま
ち」を目指す次の事業。
　ただし、同一事業は通算３年までとする。
⑴地域福祉の向上に繋がる事業
⑵住民の福祉意識を高める先駆的事業
⑶活動の発展のために必要な資機材の購入
□申請方法
•所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記まで申請
ください。
•申請書に団体の規約、前年度の事業報告、決算報告、団
体の活動報告等がわかる資料（チラシ、パンフレット、広
報誌等）を添付してください。

□受付期間
平成２７年５月１１日（月）～平成２７年６月５日（金）
□助成対象事業実施期間
交付決定日から平成２８年３月３１日（木）まで
□助成額
１団体あたり５万円以内
※助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨
てることとします。

□助成の決定
⑴第一次審査　書類選考
⑵第二次審査　公開プレゼンテーション及び助成額の査
　定（７月１１日開催予定）
□実績の報告及び助成金の交付
•事業完了後１０日以内に実績報告書を提出いただきます。
•実績報告書提出後、助成金を交付いたします。

古宿・馬場地区地域福祉活動推進委員会
10周年を迎えて 

あなたのまごころをボランティア募金へ
　ボランティア募金は、地域での福祉活動をはじめ、さまざまなボランティア活動を進め
ていくための財源です。
　豊川市社協では、「ボランティア募金缶」をお配りしています。お買物のつり銭やお財布
にたまった小銭など、皆さまのお気持ちをぜひこの募金缶にお寄せ下さい。

ボランティア募金缶の配付や募金の受付は、社会福祉会館「ウィズ豊川」で行っています。

豊川市社会福祉協議会
とよかわボランティア・市民活動センターウィズ
電話：８３－０６３０　ＦＡＸ：８９－０６６２
　　　　　　　
　　　　　　　

問い合わせ先

豊川市社会福祉協議会
地域ふれあい事業助成金

の公募について

豊川市社会福祉協議会
地域福祉活動費助成事業

の公募について

問い合わせ・申請先

※申請書については本会ホームページからダウンロード
　することもできます。

http://www.toyokawa-shakyo.or.jp

0533－83－5211☎

お問い合わせは

どちらも下記へ

どうぞ！！

あなたのまごころをボランティア募金へ

小 地 域
福祉活動
紹介コーナー

　古宿・馬場地区は大別すると古宿連区福祉会と馬場福祉会になり、総会を除き福祉活動は別々に行っています。活動の
方針は共に高齢者を対象に（一人暮らし老人・障害者を含む）安否確認、閉じこもり及び引きこもり防止、孤立化防止、スト
レス解消を目的としています。
　そのうち、古宿福祉会では、過去の経験を生かし数十種の行事メニューの中から5年がかりで理想に近い催し事を完成
し、年12回主に市民館で毎年開催しています。中でも12月に実施するミニ門松作りとクリスマス会や三世代交流として
行っている夏休み早朝ラジオ体操（AM6:30頃迄に公園に集合）の２大イベントは年々参加者が増え、平成26年度は驚愕
の人数となりうれしい悲鳴でした。サロン活動は順調で、年５回の豊川市職員による交通安全や地震講話、悪徳商法防止
策、健康講話と軽運動（２回）の教室、続いて年２回ボランティアのご好意で行う映画鑑賞会も定番となっています。その他
百人一首、数種のカルタ大会、オリジナルゲームとトランプ、茶話会、脳トレ、クイズ、時にはウォーキング等参加者に好評を
得ています。
　サロン以外では福祉会主催で市民館及び公園の環境整備
と清掃を実施したり、子ども見守り活動、防犯ネットワーク活
動を始め、連区四大行事に協力しています。
　また、馬場福祉会も毎月高齢者の方を対象に、ふれあいサ
ロンやカラオケの会を開催し、健康体操や歌、ゲーム等を行っ
たりカラオケを楽しんだりして健康寿命を延ばすべく頑張っ
ています。
　今後の課題としては、サロン活動を現在の地区から歩いて
行ける単位の区別に開催することや、予算的にも事務用品や
広告宣伝費の削減をはかる等、検討していきたいところです。

み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち



赤 い 羽 根 共 同 募 金 の 配 分 事 業

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.173号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.173号

豊川市社会福祉協議会
地域福祉課　地域福祉係（豊川市社会福祉会館内）
　

　豊川市社会福祉協議会では、市内の社会福祉施設、
福祉関係団体等が主体となって、要援護者（要援護高齢
者、障害者、児童）と地域住民との交流を深める事業に
対し助成を行います。助成金の交付を希望される施設・
団体を公募いたしますので、次の事項を確認のうえ申請
をお願いします。
□助成対象事業
　要援護者（要援護高齢者、障害者、児童）と地域住民
との交流を目的とする事業。ただし、同一事業について
は、通算３年までとします。（例：盆踊り、クリスマス会等の
各種イベント）
□除外要件
•当該事業に対し他の助成金との重複や公的な補填が
ある場合
•収益確保を目的とする場合
□申請方法
　所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記まで申
請ください。
□受付期間
平成２７年４月２０日（月）から平成２７年５月２２日（金）まで
□助成対象事業実施期間
平成２７年６月１日（月）～平成２８年３月３１日（木）
□助成額
１事業７万円以内
※助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り
　捨てることとします。
□助成割合
総事業費の１／２
□助成の決定
申請いただいた書類をもとに審査選考させていただきま
す。（必要に応じ、ヒアリングをさせていただく場合があり
ます。）
□助成金の交付時期
事業完了後交付します。

　豊川市社会福祉協議会では、市内のボランティアグルー
プ、市民活動団体及び福祉的な課題に取り組んでいる団
体・グループ等の活動の促進と共同募金への理解の拡大
を図ることを目的に、助成する事業を公募します。助成金の
交付を希望される団体・グループは、次の事項を確認のう
え申請いただきますようお願いします。
□助成金の対象団体
　豊川市内で活動する非営利の次の団体で、助成金以外
の財源がある団体。
⑴団体設立後、１年以上の活動実績があり、法人格を持た
ない任意の団体
⑵特定非営利活動法人
⑶宗教と政治に関するものでない団体
⑷国、愛知県、豊川市及び豊川市社会福祉協議会から当
該年度助成を受けない団体

□助成対象事業
　地域福祉推進の観点から「みんなでつくる支えあいのま
ち」を目指す次の事業。
　ただし、同一事業は通算３年までとする。
⑴地域福祉の向上に繋がる事業
⑵住民の福祉意識を高める先駆的事業
⑶活動の発展のために必要な資機材の購入
□申請方法
•所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記まで申請
ください。
•申請書に団体の規約、前年度の事業報告、決算報告、団
体の活動報告等がわかる資料（チラシ、パンフレット、広
報誌等）を添付してください。

□受付期間
平成２７年５月１１日（月）～平成２７年６月５日（金）
□助成対象事業実施期間
交付決定日から平成２８年３月３１日（木）まで
□助成額
１団体あたり５万円以内
※助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨
てることとします。

□助成の決定
⑴第一次審査　書類選考
⑵第二次審査　公開プレゼンテーション及び助成額の査
　定（７月１１日開催予定）
□実績の報告及び助成金の交付
•事業完了後１０日以内に実績報告書を提出いただきます。
•実績報告書提出後、助成金を交付いたします。

古宿・馬場地区地域福祉活動推進委員会
10周年を迎えて 

あなたのまごころをボランティア募金へ
　ボランティア募金は、地域での福祉活動をはじめ、さまざまなボランティア活動を進め
ていくための財源です。
　豊川市社協では、「ボランティア募金缶」をお配りしています。お買物のつり銭やお財布
にたまった小銭など、皆さまのお気持ちをぜひこの募金缶にお寄せ下さい。

ボランティア募金缶の配付や募金の受付は、社会福祉会館「ウィズ豊川」で行っています。

豊川市社会福祉協議会
とよかわボランティア・市民活動センターウィズ
電話：８３－０６３０　ＦＡＸ：８９－０６６２
　　　　　　　
　　　　　　　

問い合わせ先

豊川市社会福祉協議会
地域ふれあい事業助成金

の公募について

豊川市社会福祉協議会
地域福祉活動費助成事業

の公募について

問い合わせ・申請先

※申請書については本会ホームページからダウンロード
　することもできます。

http://www.toyokawa-shakyo.or.jp

0533－83－5211☎

お問い合わせは

どちらも下記へ

どうぞ！！

あなたのまごころをボランティア募金へ

小 地 域
福祉活動
紹介コーナー

　古宿・馬場地区は大別すると古宿連区福祉会と馬場福祉会になり、総会を除き福祉活動は別々に行っています。活動の
方針は共に高齢者を対象に（一人暮らし老人・障害者を含む）安否確認、閉じこもり及び引きこもり防止、孤立化防止、スト
レス解消を目的としています。
　そのうち、古宿福祉会では、過去の経験を生かし数十種の行事メニューの中から5年がかりで理想に近い催し事を完成
し、年12回主に市民館で毎年開催しています。中でも12月に実施するミニ門松作りとクリスマス会や三世代交流として
行っている夏休み早朝ラジオ体操（AM6:30頃迄に公園に集合）の２大イベントは年々参加者が増え、平成26年度は驚愕
の人数となりうれしい悲鳴でした。サロン活動は順調で、年５回の豊川市職員による交通安全や地震講話、悪徳商法防止
策、健康講話と軽運動（２回）の教室、続いて年２回ボランティアのご好意で行う映画鑑賞会も定番となっています。その他
百人一首、数種のカルタ大会、オリジナルゲームとトランプ、茶話会、脳トレ、クイズ、時にはウォーキング等参加者に好評を
得ています。
　サロン以外では福祉会主催で市民館及び公園の環境整備
と清掃を実施したり、子ども見守り活動、防犯ネットワーク活
動を始め、連区四大行事に協力しています。
　また、馬場福祉会も毎月高齢者の方を対象に、ふれあいサ
ロンやカラオケの会を開催し、健康体操や歌、ゲーム等を行っ
たりカラオケを楽しんだりして健康寿命を延ばすべく頑張っ
ています。
　今後の課題としては、サロン活動を現在の地区から歩いて
行ける単位の区別に開催することや、予算的にも事務用品や
広告宣伝費の削減をはかる等、検討していきたいところです。

み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち



《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク）

ふれ愛ネットワーク

～うれしいな　ちいきの人の　思いやり～

NO.

（社協とは…豊川市社会福祉協議会の略称です。）

社協だより

発
行

平
成

社会福祉法人 豊川市社会福祉協議会
〒442-0068　豊川市諏訪3-242　TEL.（0533）83-5211　FAX.（0533）89-0662
Eメール●t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp　ホームページ●http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/

この「社協だより」は、共同募金配分金で作成しています。

開館日　原則毎月第2・4土曜日
　　　　 14：00～16：00

開催日
25日

お休み※
27日

4月
5月
6月

11日
9日

13日

月

おもちゃ図書館「バンビ」

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.173号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.173号

17327 4 1

★おもちゃ病院も同時開設しています。
★おもちゃ図書館を手伝ってくれる
　ボランティアも随時募集しています。

場所　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」機能訓練室

※5月23日はおいでん祭のためお休みです。

たのしい
おもちゃが
いっぱいだよ！！

　平成２６年度福祉体験作文コンクールにおいて、愛知
県全体で小・中・高校生あわせて687編の作品が寄せら
れ、豊川市から応募した鳥山さんの作品が入選しまし
た。社会福祉会館ウィズとよかわ
３階で作品集を読むことができ
ます。

　　「僕と兄の生い立ち」
豊川市立南部中学校２年

鳥山　竜聖さん

入選おめでとうございます！！

手話講習会【入門】

点訳ボランティア入門講座

普通会員　１口

特別会員　１口

賛助会員　１口

法人会員　１口

施設会員　１口

500円
1,000円
1,000円
2,000円
2,000円

普通会員
特別会員
賛助会員
法人会員
施設会員

13,347,550円
403,000円
780,000円

1,444,000円
24,000円

講座がスタートします!!
参加してみませんか! !

講座の申込みは、豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話 0533-83-0630へどうぞ！
FAX 0533-８9-0662

　聴覚障害への理解を深め、コミュニケーションを図るための方法を学びます。≪昼の部≫と≪夜の部≫があります。
ご都合に合わせてお申込みください。

　点字を初歩から学ぶことができる点訳ボランティア養成講座を開催します。
視覚障害のある人が、文字を読んだり書いたりするときに使うのが「点字」です。
　普通の文字で書かれているものを点字に書き直す作業を「点訳」といいます。
　この機会にぜひ点字を楽しく勉強しませんか。

　豊川市社会福祉協議会では、市民の皆さまと
ともに「みんなでつくる支えあいのまち」をめ
ざし、地域福祉活動推進委員会やボランティア
をはじめとする様々な地域の福祉活動を応援し
ています。皆さまからいただいた会費は、これ
ら地域福祉活動をすすめる貴重な財源となって
いるとともに、社協が実施する様々なサービス
等に活用させていただきます。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願いい
たします。

とりやま　りゅうせい

題名

〈昼の部〉平成２７年５月１３日～１０月７日までの毎週水曜日
　　　　１０時～１２時　全２０回　※８／１２と９／２３は休み
〈夜の部〉平成２７年５月１５日～１０月２日までの毎週金曜日
　　　　１９時～２１時　全２０回　※８／１4は休み
〈昼の部〉〈夜の部〉各２０名
市内在住・在勤の１６歳以上の方で、今までに手話講習会を
受講したことのない方
無料（ただしテキスト代として税込３，２４０円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

日　程

定　員
対　象

受講料
会　場

日　程

定　員
対　象
受講料
会　場

平成２７年５月１５日～平成２８年３月１１日まで
原則として隔週金曜日　１３：３０～１５：３０　全２０回　
※１２／２５は休み、１月は１５日からスタート、３／１１は予備日
２０名
市内在住・在勤の方
無料（ただしテキスト代として税込１，０８０円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

手話講習会【入門】

点訳ボランティア入門講座平成27年5月1日

           7月31日

15,998,550円

募 集 期 間

平成26年度実績

金

金

４月６日から先着順で
受け付けます！

受 講 者 募 集 ！

ふれあい電話の様子

本野サロンの様子

☆広報とよかわ、社協だよりなどの広報物をボランティアの協力により音訳・点訳して発行しています。
希望がありましたら、豊川市社会福祉協議会までご相談ください。

会員募集中！

やってみようかな♪


