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ボランティアコーナーについてのお問い合わせは・・・
豊川市社会福祉協議会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。
☎(0533)83－0630（受付時間　月曜～金曜　午前9時～午後5時15分まで）

《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク）

～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

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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ボラたま隊２０１５

第３回目以降の参加者を、ひきつづき募集しています！
ボラたま隊２０１５

第３回目以降の参加者を、ひきつづき募集しています！

日　時

会　場

主な催し

第３回

第４回

平成27年10月25日（日）  10:00～15:00
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」ならびに
とよかわボランティア・市民活動センタープリオ

☆詳しくはチラシをご覧ください
　（豊川市社会福祉協議会ＨＰにチラシを掲載しています）

日時●10/25（日）　10：00～14：00
場所●豊川市社会福祉会館にて

海外救援衣料回収にご協力を!

回収できないもの

回 収 するもの

輸 送 費 募 金

◎福祉スタンプラリー（手話・点字・音訳・要約筆記・車いす・ガイドヘルプ・ベルマーク収集・防災・発達障害疑似体験など）
◎福祉バザー（福祉施設の自主製品販売、福祉団体のバザー、ボランティアグループの手作り作品など）
◎模擬店（うどん、おでん、だんご、おいも、コーヒー、綿菓子、ポップコーン、クッキー、福祉呈茶など）
◎手作り体験（リサイクル小物作り、ペーパークラフト、手作りおもちゃ作り、トールペイントなど）
◎ステージ発表（和太鼓演奏、ダンス、ハーモニカ合奏、盲導犬応援企画など）

ほかにも、健康吹き矢体験、クロスアップマジック体験、活動紹介パネルの展示、  中古衣料回収活動   など

◎洗濯またはクリーニング済みで清潔な衣類や毛布
　（Ｔシャツ・トレーナー・ジーンズ歓迎）
◎新品または未使用品
　（下着、タオル、シーツ類）

●ベビー服、ベビー用品、ジャケット、スカート、ワンピース、スーツ（上着）類
●小物類（ネクタイ、帽子、靴下）
　※汚れのひどい衣類はご遠慮願います。

ミカン箱１箱あたりの衣料を海外に輸送するのに1,000円かかります。
ご協力をお願いします。募金のみでも受付いたします。

会場◎御油町
　　　東沢1区
　　　集会所

会場◎ウィズ豊川

開館日◎原則毎月第2・4土曜日
　　　　 14：00～16：00

おもちゃ図書館「バンビ」
たのしい
おもちゃが
いっぱいだよ！！

※１０月２4日は「ふれ愛・みんなのフェスティバル」
　準備のためお休みです。
※12月は第1・第3土曜日になります。

場所◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

開催日

お休み

28日

19日

10月

11月

12月

10日

14日

5日

月

第１回目(8/4)は「障害者とボッチャで遊ぼう！」、第２回目（9/19）は「車イスで買い物に行こう！」でした。

◎対象は、豊川市内の小学４・５・６年生です。
◎申込みは、豊川社協ボランティアセンター(☎83-0630)へ。
◎詳しい内容は豊川社協ＨＰをご覧ください。

●第３回目以降のボラたま隊の内容です。

『ふれあいサロンへ
　　　　遊びに行こう！』

『本を編集してみよう！/
　ボラたま隊おたのしみ会！』

10/17(土)
13:30～15:30

11/7(土) 
10:00～12:00ふれ愛

･みんなのフェスティバル2015ふれ愛
･みんなのフェスティバル2015

ふ
れ
愛・
フェ
ステ
ィバ
ル

20
15

が開催されます！！

　中学生と高校生を対象に、夏休み期間に開催しました。
　市内の社会福祉施設やボランティア･市民活動団体の活動先でたくさんの人とふれあいながら
ボランティアを体験しました。

「青少年ボランティア体験学習」

ふれあい会食会（金屋地区福祉委員会）

てらまちサロン（牛8福祉会）

おもちゃ図書館バンビ

愛厚希全の里

特別養護老人ホーム千両荘

農ヶ上サロンまわた会

長草サロン

青少年ボランティア体験学習事前学習会

平成２７年度は、市内４４ヵ所の施設および団体にご協力をいただいて実施しました。

　ご協力いただいた施
設・団体のみなさま、参
加してくれた生徒のみ
なさん、ありがとうござ
いました。

協力団体●㈱東海理化
※駐車場はウィズ豊川北側の日本車輌駐車場をご利用ください。

社協だより
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　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、表紙に掲載しました豊川市長賞
をはじめ、優秀作品を選出いたしました。入賞者は次のみなさんです。（敬称略）

豊川市議会議長賞
金屋中　2年
北村ああ瑠さん

豊川市社会福祉協議会長賞
御津中　1年
倉橋　愛実さん

愛知県共同募金会豊川市支会長賞
天王小　3年
市川　知春さん

ポスターの部

□審査員特別賞（6名）
代 田 小　3年　白井　愛弓 さん

中 部 小　5年　長野　杏珠 さん

南 部 中　3年　中尾　優花 さん

東 部 中　2年　鈴木　啓太 さん

御 津 中　3年　竹本　周平 さん

東 部 中　3年　林　　佑亮 さん

□入選（12名）
一宮東部小　1年　冨田　禮寛 さん

御津南部小　1年　小田桐実咲 さん

小坂井西小　2年　髙村　香帆 さん

豊　　小　2年　木林　悠翔 さん

牛久保小　3年　小林　琉香 さん

代 田 小　4年　中野　伶哉 さん

一宮南部小　4年　　　　花恋 さん

豊　　小　6年　山本　遥菜 さん

三蔵子小　6年　夏目　和佳 さん

三蔵子小　6年　澤崎　秋香 さん

南 部 中　1年　夏目　あゆ さん

代 田 中　1年　榎田　万紋 さん

豊川市議会議長賞
西部中　1年
花田　樹香さん

豊川市社会福祉協議会長賞
西部中　3年
清家いつきさん

愛知県共同募金会豊川市支会長賞
小坂井中　3年
木下　由渚さん

書道の部
□審査員特別賞（6名）

千 両 小　5年　藤田　華帆 さん

小坂井東小　3年　渡辺　百椛 さん

桜 町 小　4年　山田　　葵 さん

小坂井中　1年　木下　奈美 さん

中 部 中　1年　草刈　冴香 さん

西 部 中　1年　小柳津菜々 さん

□入選（12名）

中 部 小　5年　辻　　華音 さん

代 田 小　5年　上嶋　菜月 さん

西 部 中　3年　谷中　李彩 さん

金 屋 小　5年　渡邉菜々美 さん

御津南部小　6年　鈴木　菜優 さん

御津南部小　6年　中村　佳廉 さん

小坂井中　3年　早川　　愛 さん

中 部 中　3年　山本知夏子 さん

西 部 中　3年　渡邊　裕子 さん

小坂井中　3年　杉浦　李菜 さん

金 屋 小　4年　渡辺　美友 さん

国 府 小　4年　小田悠太郎 さん

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。

●豊川市役所ロビー …………………………………………………………10月1日～9日（佳作除く）
●ゆうあいの里ふれあいセンタ－ ……………………………………………………10月14日～23日
●ふれ愛・みんなのフェスティバル2015（ウィズ豊川内）…………………………10月25日（佳作除く）
●豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」………………………………10月26日～11月18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１9日～11月２5日（佳作除く）

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。

応募総数：8,875点（ポスターの部：3,192点、書道の部：5,683点）
赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール入賞者発表

第67回

豊川市長賞
中部小　6年
三浦　美空さん

豊川市長賞
小坂井東小　5年
杉浦　苺華さん
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■平成２６年度　共同募金実績

　豊川市民生委員児童委員協議会主催の「福祉チャ
リティーバザー」が、８月２９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１，４５１，７１９円は全額、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

▲バザー会場の様子

福祉チャリティーバザー バザー用品
を買い求め

る

大勢の来場
者で

賑わいまし
た。

戸 別 募 金
事業所募金
職 域 募 金
学 校 募 金
街 頭 募 金
そ　の　他
歳 末 募 金
　小　計

　合　計

11,104,311円
3,819,940円
980,375円
1,057,687円
95,288円
241,054円
1,150,001円
18,448,656円

2,050,051円

20,498,707円

種　別 合　　　計 平成26年度共同募金に
18,448,656円が寄せられました。
平成26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
17,359,707円（約85％）、県
内の広域の社会福祉施設の
整 備 や 団 体 の 事 業 に
3,139,000円（約15％）が役
立てられています。

ご協力ありがとうございました。

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。

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

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

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

子ども向け福祉ガイドブック「ボラたま」の
発行、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

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（事務
費除く）

共同募金運動資材費及び事務費など

社会福祉事業施設の整備費、社会福祉団
体の事業費、募金運動推進活動費など

10,187,706円
（49.7%）

1,682,000円
（8.2％）

2,731,000円
（13.3％）

 719,000円
（3.5％）

1,091,001円
（5.3％）

949,000円
（4.7％）

3,139,000円
（15.3％）

20,498,707円
（100％）

地域福祉推進の
ために

高齢者のために

障害のある方のために

子どもたちのために

歳末たすけあいに

共同募金運動推進のために

全県域の福祉推進のために

計

　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。

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。

※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。

平成２7年度
赤い羽根共同募金目標額

赤い羽根共同募金運動
が始まります！

10月1日　　12月31日
平成２５年度
再 配 分 金

ご協力ありがとうございました。

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。

赤い羽根共同募金運動
が始まります！
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福祉チャリティーバザー

▲バザー会場の様子

福祉チャリティーバザー バザー用品
を買い求め

る

大勢の来場
者で

賑わいまし
た。

戸 別 募 金
事業所募金
職 域 募 金
学 校 募 金
街 頭 募 金
そ　の　他
歳 末 募 金
　小　計

　合　計
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3,819,940円
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18,448,656円
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20,498,707円
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　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。
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が始まります！
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　ゆうあいの里ふれあいセンターで、8月
23日（日）「ゆうあいの里夏まつり」を開催
しました。
　当日は3,930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の皆さん
のご協力、ご活躍により、ミニゲーム・模擬
店・バザー・体験教室・似顔絵コーナー・
“ピエロのもぉりぃ”さんによるパフォーマ
ンスショーなどでまつりを盛り上げること
ができ、盛況のうちに終えることができま
した。
　また、今年も地元の皆さんの参加による
“演舞ショー”は和太鼓・フラダンス・ハワイ
アン演奏等多くの演目があり、最後の大抽
選会まで大勢の方に楽しんでもらいまし
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23,101円
は、豊川市社会福祉協議会に寄付させて
いただきました。

ゆうあいの里 夏まつりゆうあいの里 夏まつり

　牛久保地区は11町内で構成され、世帯数はおよそ1,700世帯4,400人、65歳以上の高齢者がおおむね1,200人
と全体の27％を占めている高齢化地域です。地域福祉活動推進委員会は平成15年に発足し今年で12年目になり
ます。
　平成17年度には「まちなか福祉拠点モデル事業」として地域に多くの人が集まれるコミュニティの場である
《牛久保こうりゅう館》を設置し、地域の中心拠点として福祉活動を展開しました。
　牛久保こうりゅう館では地域福祉活動推進委員会の理事会、定例会の開催、さらには各町内のサロン活動やふれ
あい出前サロン講座等を実施し充実を図りました。平成19年度にはモデル事業として牛久保こうりゅう館の役割は
一定の成果をあげ、その活動は各地域に移されることになりました。
　その後は各町内の活動が中心となり、地域福祉活動推進委員会の活動は総会、定例会等での町内活動報告、情
報交換を中心に展開してきました。
　平成25年度からは地域福祉活動の実態を
多くの人に知って頂こうと《牛久保福祉だより》
を年4回発行、牛久保全体のふれあいサロンを
年2回実施、さらには他地域の実情把握のた
め先進地域の視察訪問と交流会を行い他地域
との連携も深めてきました。各町内では一人暮
らしの高齢者宅訪問、見守り、誕生日プレゼン
トの配付、敬老会への支援などを行い、また各
組織（区長会、老人会、防犯会、自主防災会、民
生委員、子供会）との合同委員会の開催など牛
久保地域のまちづくりテーマ【子どもから高齢
者まで顔の見えるまち】をめざして地域一丸と
なり福祉活動推進向上に取り組んでいます。

牛久保地区
地域福祉活動推進委員会

10周年を迎えて 

●多くのご寄付、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）

社会福祉事業へ

（平成27年1月9日から平成27年9月3日受付分まで）

大木町ゴルフクラブ ………………………… ４０，０００円
ＪＡひまわり　たすけあいの会 ……………… １１，０００円
一登会………………………………………… ５０，０００円
ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪“
　ピアゴ豊川店 ……………………………… ７５，９８８円
　ピアゴ国府店 ……………………………… ２４，６１９円
一社団法人　大木公報社………………… １００，０００円
竹の会……………………………………… １８５，６１０円
康楽会………………………………………… ２５，６６１円
御津盆栽部会……………………………………２，２００円
牛久保　高橋………………………………… ２５，９７３円
千両町夏まつり売上金 …………………………３，０００円
教之愛同好会…………………………………… 2，85０円
豊川市民病院　看護局　むつみ会 ………… 87，98０円
豊川市民生委員児童委員協議会 ………… 1,451，719円
匿名3件 …………………………………… １１１，０９８円
豊川共生ネットみらい　代表　中村　信彦
……………………………………自助具、補助  １３７個
稲田　テルミ …………………… 手作り手提げ袋  ２０袋

豊川市立三蔵子小学校………………………車いす  １台
愛知県ＪＡ葬祭事業協議会
　…デジタルカメラとプリンター、ビデオカメラなど  ４台３式
㈱東海理化・東海理化労働組合
　……………………………ｉｐａｄ  １台、  綿菓子機  １台

御津福祉保健センター利用者一同 ……………３，３２２円
ぎんすい …………………………………………３，１４４円
ショップ愛 ………………………………………２，１０５円
木村　仁美………………………………………７，５９１円
豊川市民病院　納涼盆踊りの夕べ実行委員会… １９，２３９円
ゆうあいの里夏まつりボランティア一同…… ２３，１０１円
匿名3件 ……………………………………… １２，０１８円

ボランティア事業へ

●善意のコーナーについてのお問い合わせは
　豊川市社会福祉協議会　総務課　☎83-5211

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
健康体操

司会進行から
はじまりの様子
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ふれ愛
･みんなのフェスティバル2015

ふれ愛ネットワーク

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
Eメール●t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp　ホームページ●http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/

27 10 1
ふれ愛ネットワーク

ボランティアコーナーについてのお問い合わせは・・・
豊川市社会福祉協議会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。
☎(0533)83－0630（受付時間　月曜～金曜　午前9時～午後5時15分まで）

《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク）

～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

この「社協だより」は、共同募金配分金で作成しています。
社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.175号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.175号

175
ボラたま隊２０１５

第３回目以降の参加者を、ひきつづき募集しています！
ボラたま隊２０１５

第３回目以降の参加者を、ひきつづき募集しています！

日　時

会　場

主な催し

第３回

第４回

平成27年10月25日（日）  10:00～15:00
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」ならびに
とよかわボランティア・市民活動センタープリオ

☆詳しくはチラシをご覧ください
　（豊川市社会福祉協議会ＨＰにチラシを掲載しています）

日時●10/25（日）　10：00～14：00
場所●豊川市社会福祉会館にて

海外救援衣料回収にご協力を!

回収できないもの

回 収 するもの

輸 送 費 募 金

◎福祉スタンプラリー（手話・点字・音訳・要約筆記・車いす・ガイドヘルプ・ベルマーク収集・防災・発達障害疑似体験など）
◎福祉バザー（福祉施設の自主製品販売、福祉団体のバザー、ボランティアグループの手作り作品など）
◎模擬店（うどん、おでん、だんご、おいも、コーヒー、綿菓子、ポップコーン、クッキー、福祉呈茶など）
◎手作り体験（リサイクル小物作り、ペーパークラフト、手作りおもちゃ作り、トールペイントなど）
◎ステージ発表（和太鼓演奏、ダンス、ハーモニカ合奏、盲導犬応援企画など）

ほかにも、健康吹き矢体験、クロスアップマジック体験、活動紹介パネルの展示、  中古衣料回収活動   など

◎洗濯またはクリーニング済みで清潔な衣類や毛布
　（Ｔシャツ・トレーナー・ジーンズ歓迎）
◎新品または未使用品
　（下着、タオル、シーツ類）

●ベビー服、ベビー用品、ジャケット、スカート、ワンピース、スーツ（上着）類
●小物類（ネクタイ、帽子、靴下）
　※汚れのひどい衣類はご遠慮願います。

ミカン箱１箱あたりの衣料を海外に輸送するのに1,000円かかります。
ご協力をお願いします。募金のみでも受付いたします。

会場◎御油町
　　　東沢1区
　　　集会所

会場◎ウィズ豊川

開館日◎原則毎月第2・4土曜日
　　　　 14：00～16：00

おもちゃ図書館「バンビ」
たのしい
おもちゃが
いっぱいだよ！！

※１０月２4日は「ふれ愛・みんなのフェスティバル」
　準備のためお休みです。
※12月は第1・第3土曜日になります。

場所◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

開催日

お休み

28日

19日

10月

11月

12月

10日

14日

5日

月

第１回目(8/4)は「障害者とボッチャで遊ぼう！」、第２回目（9/19）は「車イスで買い物に行こう！」でした。

◎対象は、豊川市内の小学４・５・６年生です。
◎申込みは、豊川社協ボランティアセンター(☎83-0630)へ。
◎詳しい内容は豊川社協ＨＰをご覧ください。

●第３回目以降のボラたま隊の内容です。

『ふれあいサロンへ
　　　　遊びに行こう！』

『本を編集してみよう！/
　ボラたま隊おたのしみ会！』

10/17(土)
13:30～15:30

11/7(土) 
10:00～12:00ふれ愛

･みんなのフェスティバル2015ふれ愛
･みんなのフェスティバル2015

ふ
れ
愛・
フェ
ステ
ィバ
ル

20
15

が開催されます！！

　中学生と高校生を対象に、夏休み期間に開催しました。
　市内の社会福祉施設やボランティア･市民活動団体の活動先でたくさんの人とふれあいながら
ボランティアを体験しました。

「青少年ボランティア体験学習」

ふれあい会食会（金屋地区福祉委員会）

てらまちサロン（牛8福祉会）

おもちゃ図書館バンビ

愛厚希全の里

特別養護老人ホーム千両荘

農ヶ上サロンまわた会

長草サロン

青少年ボランティア体験学習事前学習会

平成２７年度は、市内４４ヵ所の施設および団体にご協力をいただいて実施しました。

　ご協力いただいた施
設・団体のみなさま、参
加してくれた生徒のみ
なさん、ありがとうござ
いました。

協力団体●㈱東海理化
※駐車場はウィズ豊川北側の日本車輌駐車場をご利用ください。

社協だより


