
平成28年1月1日号でお知らせいたしました社協会員募集実績報告で、「佐藤病院　10,000円」が掲載されて
おりませんでした。心よりお詫び申し上げます。

《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
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おもちゃ図書館「バンビ」
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★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
対象　乳幼児や障害のあるお子さんとその兄弟姉妹

※5月28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！！

手話講習会【入門】

音訳ボランティア養成講座

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

参加してみませんか! !
講座がスタートします!!

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。

　「音訳」とは文字を音声に変えて、視覚障害者の方たちに情報をお伝えするものです。本講座では音訳ボラン
ティアとしての心構えや発声・アクセント等の基礎技術、音声ソフトを使ってパソコンに録音する方法について
学びます。音訳やボランティアに興味のある方、ぜひご参加ください。

　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。皆さまからお寄
せいただいた会費は、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いております。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願いいたし
ます。

〈昼の部〉平成２８年５月１０日～９月２７日までの毎週火曜日
　　　　１０時～１２時　全２０回　　※８／１６は休み

〈夜の部〉平成２８年５月１３日～９月３０日までの毎週金曜日
　　　　１９時～２１時　全２０回　　※８／１２は休み
豊川市ろうあ者福祉協会

〈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

講　師
定　員
対　象

受講料
会　場

日　程

定　員

講　師

対　象
受講料
会　場

平成２８年５月１９日～平成２８年１０月20日まで
原則として毎週木曜日　１３：３０～１５：３０　全２０回（8/4、８/１１、９/２２は休み）
明正会館登録団体　
　音訳グループ「ペンライト」所属　  新村  洋子（しんむら  ようこ）

２０名
市内在住・在勤の方（パソコンの基本操作ができる方）
無料（ただしテキスト代として税込864円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

手話講習会【入門】

音訳ボランティア養成講座

受 講 者 募 集 ！

貸出車輌「きつね号」

☆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・点訳して視覚障害者
　の方に提供しています。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！

講座の
申込みは

普通会員
特別会員
賛助会員
法人会員
施設会員

13,280,750円

270,000円

850,000円

1,357,000円

29,000円

15,786,750円

平成27年度実績

募集期間

サロン会の様子

平成２８年度
社協会員募集にご協力をお願いいたします！

平成2８年5月1日～7月31日

おもちゃ病院
★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時３０分までにお持ちください。
★修理費は無料です。
　原則無料ですが特殊な部品材料などが修理に必要な場合など

は、ご相談の上で実費をいただく場合もあります。
　壊れたおもちゃの部品がありましたらお持ちください。おもちゃ

の入っていた箱や説明書もあれば一緒にお持ちください。
★修理できないおもちゃ
　ＴＶゲーム機・電子ゲーム、エアーガン
　など

壊れたおもちゃも
すぐに捨てないで、

一度おもちゃドクターに
みてもらいましょう。

壊れたおもちゃも
すぐに捨てないで、
一度おもちゃドクターに
みてもらいましょう。

やってみようかな♪
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　豊川市社会福祉協議会では、市内の社会福祉施設、
福祉関係団体等が行う、要援護者（高齢者、障害者等）
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。
この事業は赤い羽根共同募金の配分金を財源として
実施しています。

要援護者（高齢者、障害者等）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）

 • 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

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。

平成２８年４月１８日（月）から平成２８年５月２０日（金）まで

平成２８年６月１日（水）から平成２９年３月３１日（金）まで

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。

総事業費の１／２

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。）

　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赤い
羽根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。

　豊川市内で活動するボランティア、市民活動団体で、助成金以外の財源が
あり次の条件を全て満たすものを対象とします。
⑴団体設立後、１年以上の活動実績がある団体
⑵宗教と政治に関するものでない団体
⑶下記に掲げる事業を実施する際に、国、愛知県、豊川市及び豊川市社会福
　祉協議会等から当該年度助成を受けない団体

　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年までとします。
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

 • 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
　分かる資料（チラシ、パンフレット、広報誌等）を添付してください。

　平成２８年５月９日（月）～平成２８年６月３日（金）

　交付決定日から平成２９年３月３１日（金）まで

　１団体あたり５万円以内　※但し、当該年度予算の範囲内で交付決定を行います。

⑴第1次審査　書類選考
⑵第2次審査　公開プレゼンテーション及び助成額の査定（７月９日開催予定）

※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

　本年度の赤い羽根共同募金運動につきまし
て、町内会、事業所、学校、民生委員・児童委員、
ボランティアをはじめ市民の皆さまから温かい
ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ
いました。
　皆さまにご協力いただきました募金は、愛知
県共同募金会を通じ、豊川市社会福祉協議会
に配分され、地域の福祉活動の貴重な財源とし
て有効に活用させていただきます。

赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございました！！赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございました！！
平成２7年度共同募金に18,123,507円が寄せられました。

総 　 　 計
歳 末 募 金

円
円
円
円
円
円
円
円
円

豊　川　市
平成２７年度共同募金実績 平成28年1月31日現在（単位：円）

戸 別 募 金
事 業 所 募 金
職 域 募 金
学 校 募 金
街 頭 募 金
一 般 受 付 募 金

合 　 　 計

一 般 募 金

10,760,446
3,616,127
1,022,181
1,047,868

187,978
300,176

16,934,776
1,188,731

18,123,507

（愛知県共同募金会豊川市支会）

知っていますか？  地域福祉活動推進委員会

豊川市社会福祉協議会（豊川市社会福祉会館内）　
地域福祉課　地域支援係　電話８３－５２１１

豊川市社会福祉協議会では、
「地域福祉活動者のしおり」を発行しています。

お問い
合わせ先

地域福祉活動推進委員会ってなに？
　地域福祉活動推進委員会は、私たちの身の回りに起こってい
る高齢者（一人暮らし、寝たきり、認知症など）や、障害者、児童が
抱えている生活上の問題などを、地域住民一人ひとりが地域全
体の問題として理解し、その解決のために各種団体や住民の参
加と協力により「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」
を住民自らが作り出していくための組織です。
　概ね連区を単位として設置される地域福祉活動推進委員会
は、平成１４年度から立ち上げを始め、平成２６年度には小坂井
と代田の２地区で新たに委員会が設立され、現在は市内３４地
区のうち２９地区に委員会が設立されています。

福祉会ってなに？
　福祉会は、町内会単位に設置され、福祉委員を中心に、地域
に合った「見守り支えあい活動」として声掛けや訪問などを、「ふ
れあいサロン活動」として地域内の孤立を防ぐ交流の場づくり
などを行っています。現在、見守り支えあい活動が８４箇所、ふれ
あいサロン活動が１46箇所で開催されています。

活動の財源は？
　毎年５月１日から募集している社協会費が財源となっていま
す。各地域で協力いただいた社協会費の約５０％が地域福祉活
動推進委員会に還元され、地域の重要な活動財源となっていま
す。

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

■平成27年度共同募金寄附者ご芳名（1万円以上・順不同・敬称略・単位：円）

TEL：（０５３３）８３－５２１１　FAX：（０５３３）８９－０６６２
E-mail： t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp

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）　住所：豊川市諏訪３丁目２４２番地 
上記のお問い合わせ・申請先はどちらも

実績の報告及び助成金の交付

助成対象事業

除外要件

申請方法

受付期間

助成額

助成割合

助成の決定

助成対象事業実施期間

●一般募金
事業所募金

宗教法人世界心道教 500,000
豊川信用金庫 50,000
株式会社共栄社 30,000
医療法人聖俊会樋口病院 30,000
ひまわり農業協同組合 30,000
伊藤医院 30,000
可知病院 30,000
有限会社徳升建材総業 30,000
早杉接骨院 22,975
有限会社ドルチェ 20,000
暮らしの衣料　三三七 13,000
オーエスジー株式会社 10,000
大橋医院 10,000
株式会社コンドウ 10,000
トピー工業株式会社豊川製造所 10,000
株式会社日本デリカフレッシュ豊川工場 10,000
株式会社加藤製作所 10,000
朝日開発株式会社平尾カントリークラブ 10,000
株式会社油直 10,000
後藤病院 10,000
高橋医院 10,000
株式会社東海カントリークラブ 10,000
株式会社波多野組 10,000
株式会社明興設備 10,000
日本車輌製造株式会社豊川製作所 10,000
株式会社日車エンジニアリング 10,000
有限会社伊藤溶接工作所 10,000
中部合成樹脂工業株式会社 10,000
トーアス株式会社 10,000
国府病院 10,000
有限会社加藤数物製作所 10,000
宗教法人松源院 10,000
株式会社愛知ニコン 10,000
太田産業株式会社 10,000
有限会社小坂井衛生社 10,000
鳥井建設株式会社 10,000
東豊電設株式会社 10,000
杉浦鉄筋株式会社 10,000
永田鉄工株式会社 10,000
平江建設株式会社 10,000
株式会社リィツメディカル 10,000
大功不動産株式会社 10,000
株式会社ヤマグチマイカ 10,000
株式会社のだや 10,000
株式会社タツミハウジング 10,000
アダチ電気株式会社 10,000
桜木歯科医院 10,000
株式会社愛知エンヂニアリング 10,000

有限会社プロシード 10,000
大野泌尿器科 10,000
株式会社大木産業 10,000
株式会社アドニス 10,000
藤澤フラウエンクリ二ク 10,000
豊川メナード販売有限会社 10,000
医療法人ささき小児科 10,000
佐々木皮フ科 10,000
司法書士足立清子事務所 10,000
コクエイ株式会社 10,000
大石医院 10,000
伊藤歯科医院 10,000
イチビキ株式会社第一工場 10,000
東上観光開発株式会社 10,000
株式会社松本組 10,000
渡辺製缶株式会社 10,000
有限会社野沢建築 10,000
大宝産業株式会社 10,000
株式会社光陽 10,000
株式会社青山製作所 10,000
戸河里モータース有限会社 10,000
一宮工業株式会社 10,000
宇都宮工業株式会社 10,000
株式会社ヤスダコーポレーション 10,000
有限会社伴製作所 10,000
林ステンレス工業株式会社 10,000
株式会社UACJ銅管 10,000
㈱ＵＡＣＪ銅管パッケージ 10,000
マルイチ自動車 10,000
有限会社小山鉄工建設 10,000
株式会社中村精機音羽製作所 10,000
株式会社林工務店 10,000
有限会社こだわり農場 10,000
セキヤ食品工業株式会社 10,000
株式会社御津クリーナー 10,000
有限会社小島商店 10,000
株式会社丸吉商店 10,000
株式会社小林新聞店 10,000
石国産業株式会社 10,000
株式会社御津建 10,000
たけもとクリニック 10,000
株式会社タカラ自動車教習所 10,000
株式会社御津精機製作所 10,000
有限会社石黒設備 10,000
愛知フェルト株式会社 10,000

職域募金
豊川市役所 388,331
豊川市社会福祉協議会 74,779
陸上自衛隊豊川駐屯地 70,300
株式会社AIHO 55,557

豊川信用金庫 54,631
豊川市医師会 50,000
ひまわり農業協同組合 45,000

（福）清源会もくせいの花 28,791
株式会社共栄社 23,185
宗教法人世界心道教 19,212
株式会社デンソープレアス 18,211
特別養護老人ホーム千両荘 16,600
株式会社日本デリカフレッシュ豊川工場 15,187
株式会社コンドウ 14,094
イトモル株式会社 13,761
豊川市薬剤師会 10,000
株式会社トヨテック 10,000
愛知県豊川警察署 10,000

学校募金等
愛知県立国府高等学校 80,242
愛知県立小坂井高等学校 41,595
愛知県立豊川工業高等学校 15,614
愛知県立御津高等学校 15,829
愛知県立豊川特別支援学校 13,410
愛知県立豊川特別支援学校本宮校舎 12,722
学校法人穂の国学園中部福祉専門学校 10,097
豊川市立代田中学校 26,165
豊川市立南部中学校 20,559
豊川市立東部中学校 18,309
豊川市立御津中学校 11,490
豊川市立西部中学校 11,013
豊川市立一宮中学校 10,535
豊川市立八南小学校 25,376
豊川市立小坂井西小学校 25,007
豊川市立中部小学校 19,926
豊川市立東部小学校 19,883
豊川市立国府小学校 16,769
豊川市立御津南部小学校 15,915
豊川市立桜町小学校 15,347
豊川市立一宮東部小学校 15,249
豊川市立三蔵子小学校 14,964
豊川市立豊小学校 13,573
豊川市立天王小学校 11,137
豊川市立御油小学校 10,882
豊川市立代田小学校 10,803
平尾保育園 18,297
八幡保育園 14,360
桜町保育園 14,007
中部保育園 13,697
麻生田保育園 13,000
恵の実共同保育園 12,442
代田保育園 10,790
光輝保育園 10,760
豊川北部保育園 10,675

天王保育園 10,618
三上保育園 10,042
愛知双葉幼稚園 57,070
豊川幼稚園 25,550
花井幼稚園 21,208
光明寺幼稚園 19,150
豊川東幼稚園 13,233
西明寺幼稚園 10,000

街頭募金
豊川市民生委員児童委員協議会 65,008
小坂井メッツボーイズ 19,220
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第一団 19,220
豊川市立東部中学校 61,728

一般受付募金
豊川市老人クラブ連合会 79,002
ふれあいセンター マッサージ機利用者 61,440
赤い羽根共同募金自動販売機利用者 36,529
小林 一仁 10,000

●歳末たすけあい募金
一般受付募金

林明子 100,000
豊川市役所部課長会 100,000
豊川信用金庫本店豊伸会 100,000
豊川ロータリークラブ 81,200
豊川市役所課長補佐会 50,000
匿名 50,000
日本舞踊松葉流 43,566
一宮商工会 30,000
山田香代子 30,000
豊川市社会福祉協議会 27,214
社会福祉法人美竹会 24,215
社会福祉法人若竹荘 22,175
光輝光寿会 20,658
豊川市歯科医師会 20,000
豊川市叙勲者清風会 15,000
ピコカンパニー 12,086
桃源堂福祉会 10,300
びっくりばこ 10,000
匿名 10,000

街頭募金
豊川市民生委員児童委員協議会（音羽地区）・
豊川市立音羽中学校 69,602
愛知県明るい社会づくり推進協議会豊川地区協議会 63,922
連合愛知三河東地域協議会 63,000
豊川市民生委員児童委員協議会（八幡地区）・
豊川市立中部中学校 40,643
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第７団 38,897
豊川市民生委員児童委員協議会（国府地区） 32,400
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第１団 15,105

戸別募金
豊川連区 859,438
古宿連区 243,887
金屋連区 102,700
金屋南連区 155,950
牛久保連区 246,124
下長山連区 133,760
下郷連区 105,250

中条連区 116,619
睦美連区 171,310
麻生田連区 178,300
三蔵子連区 460,088
千両連区 211,100
八南連区 526,596
平尾連区 191,000
国府連区 318,952

国府東部連区 243,000
国府南部連区 148,984
桜町連区 326,780
諏訪連区 243,130
中部西北連区 159,309
中部南連区 254,996
中部東連区 246,600
代田連区 203,664

三上連区 87,300
御油連区 363,797
一宮東部連区 354,765
一宮西部連区 664,940
一宮南部連区 173,594
音羽連区 665,108
御津連区 1,218,814
小坂井連区 1,384,591

助成の決定

助成額

助成対象事業実施期間

受付期間

申請方法

助成対象事業

助成金の対象団体

●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。



社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.177号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.177号

　豊川市社会福祉協議会では、市内の社会福祉施設、
福祉関係団体等が行う、要援護者（高齢者、障害者等）
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。
この事業は赤い羽根共同募金の配分金を財源として
実施しています。

要援護者（高齢者、障害者等）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）

 • 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

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。

平成２８年４月１８日（月）から平成２８年５月２０日（金）まで

平成２８年６月１日（水）から平成２９年３月３１日（金）まで

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。

総事業費の１／２

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。）

　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赤い
羽根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。

　豊川市内で活動するボランティア、市民活動団体で、助成金以外の財源が
あり次の条件を全て満たすものを対象とします。
⑴団体設立後、１年以上の活動実績がある団体
⑵宗教と政治に関するものでない団体
⑶下記に掲げる事業を実施する際に、国、愛知県、豊川市及び豊川市社会福
　祉協議会等から当該年度助成を受けない団体

　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年までとします。
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

 • 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
　分かる資料（チラシ、パンフレット、広報誌等）を添付してください。

　平成２８年５月９日（月）～平成２８年６月３日（金）

　交付決定日から平成２９年３月３１日（金）まで

　１団体あたり５万円以内　※但し、当該年度予算の範囲内で交付決定を行います。

⑴第1次審査　書類選考
⑵第2次審査　公開プレゼンテーション及び助成額の査定（７月９日開催予定）

※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

　本年度の赤い羽根共同募金運動につきまし
て、町内会、事業所、学校、民生委員・児童委員、
ボランティアをはじめ市民の皆さまから温かい
ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ
いました。
　皆さまにご協力いただきました募金は、愛知
県共同募金会を通じ、豊川市社会福祉協議会
に配分され、地域の福祉活動の貴重な財源とし
て有効に活用させていただきます。

赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございました！！赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございました！！
平成２7年度共同募金に18,123,507円が寄せられました。

総 　 　 計
歳 末 募 金

円
円
円
円
円
円
円
円
円

豊　川　市
平成２７年度共同募金実績 平成28年1月31日現在（単位：円）

戸 別 募 金
事 業 所 募 金
職 域 募 金
学 校 募 金
街 頭 募 金
一 般 受 付 募 金

合 　 　 計

一 般 募 金

10,760,446
3,616,127
1,022,181
1,047,868

187,978
300,176

16,934,776
1,188,731

18,123,507

（愛知県共同募金会豊川市支会）

知っていますか？  地域福祉活動推進委員会

豊川市社会福祉協議会（豊川市社会福祉会館内）　
地域福祉課　地域支援係　電話８３－５２１１

豊川市社会福祉協議会では、
「地域福祉活動者のしおり」を発行しています。

お問い
合わせ先

地域福祉活動推進委員会ってなに？
　地域福祉活動推進委員会は、私たちの身の回りに起こってい
る高齢者（一人暮らし、寝たきり、認知症など）や、障害者、児童が
抱えている生活上の問題などを、地域住民一人ひとりが地域全
体の問題として理解し、その解決のために各種団体や住民の参
加と協力により「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」
を住民自らが作り出していくための組織です。
　概ね連区を単位として設置される地域福祉活動推進委員会
は、平成１４年度から立ち上げを始め、平成２６年度には小坂井
と代田の２地区で新たに委員会が設立され、現在は市内３４地
区のうち２９地区に委員会が設立されています。

福祉会ってなに？
　福祉会は、町内会単位に設置され、福祉委員を中心に、地域
に合った「見守り支えあい活動」として声掛けや訪問などを、「ふ
れあいサロン活動」として地域内の孤立を防ぐ交流の場づくり
などを行っています。現在、見守り支えあい活動が８４箇所、ふれ
あいサロン活動が１46箇所で開催されています。

活動の財源は？
　毎年５月１日から募集している社協会費が財源となっていま
す。各地域で協力いただいた社協会費の約５０％が地域福祉活
動推進委員会に還元され、地域の重要な活動財源となっていま
す。

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

■平成27年度共同募金寄附者ご芳名（1万円以上・順不同・敬称略・単位：円）

TEL：（０５３３）８３－５２１１　FAX：（０５３３）８９－０６６２
E-mail： t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp

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）　住所：豊川市諏訪３丁目２４２番地 
上記のお問い合わせ・申請先はどちらも

実績の報告及び助成金の交付

助成対象事業

除外要件

申請方法

受付期間

助成額

助成割合

助成の決定

助成対象事業実施期間

●一般募金
事業所募金

宗教法人世界心道教 500,000
豊川信用金庫 50,000
株式会社共栄社 30,000
医療法人聖俊会樋口病院 30,000
ひまわり農業協同組合 30,000
伊藤医院 30,000
可知病院 30,000
有限会社徳升建材総業 30,000
早杉接骨院 22,975
有限会社ドルチェ 20,000
暮らしの衣料　三三七 13,000
オーエスジー株式会社 10,000
大橋医院 10,000
株式会社コンドウ 10,000
トピー工業株式会社豊川製造所 10,000
株式会社日本デリカフレッシュ豊川工場 10,000
株式会社加藤製作所 10,000
朝日開発株式会社平尾カントリークラブ 10,000
株式会社油直 10,000
後藤病院 10,000
高橋医院 10,000
株式会社東海カントリークラブ 10,000
株式会社波多野組 10,000
株式会社明興設備 10,000
日本車輌製造株式会社豊川製作所 10,000
株式会社日車エンジニアリング 10,000
有限会社伊藤溶接工作所 10,000
中部合成樹脂工業株式会社 10,000
トーアス株式会社 10,000
国府病院 10,000
有限会社加藤数物製作所 10,000
宗教法人松源院 10,000
株式会社愛知ニコン 10,000
太田産業株式会社 10,000
有限会社小坂井衛生社 10,000
鳥井建設株式会社 10,000
東豊電設株式会社 10,000
杉浦鉄筋株式会社 10,000
永田鉄工株式会社 10,000
平江建設株式会社 10,000
株式会社リィツメディカル 10,000
大功不動産株式会社 10,000
株式会社ヤマグチマイカ 10,000
株式会社のだや 10,000
株式会社タツミハウジング 10,000
アダチ電気株式会社 10,000
桜木歯科医院 10,000
株式会社愛知エンヂニアリング 10,000

有限会社プロシード 10,000
大野泌尿器科 10,000
株式会社大木産業 10,000
株式会社アドニス 10,000
藤澤フラウエンクリ二ク 10,000
豊川メナード販売有限会社 10,000
医療法人ささき小児科 10,000
佐々木皮フ科 10,000
司法書士足立清子事務所 10,000
コクエイ株式会社 10,000
大石医院 10,000
伊藤歯科医院 10,000
イチビキ株式会社第一工場 10,000
東上観光開発株式会社 10,000
株式会社松本組 10,000
渡辺製缶株式会社 10,000
有限会社野沢建築 10,000
大宝産業株式会社 10,000
株式会社光陽 10,000
株式会社青山製作所 10,000
戸河里モータース有限会社 10,000
一宮工業株式会社 10,000
宇都宮工業株式会社 10,000
株式会社ヤスダコーポレーション 10,000
有限会社伴製作所 10,000
林ステンレス工業株式会社 10,000
株式会社UACJ銅管 10,000
㈱ＵＡＣＪ銅管パッケージ 10,000
マルイチ自動車 10,000
有限会社小山鉄工建設 10,000
株式会社中村精機音羽製作所 10,000
株式会社林工務店 10,000
有限会社こだわり農場 10,000
セキヤ食品工業株式会社 10,000
株式会社御津クリーナー 10,000
有限会社小島商店 10,000
株式会社丸吉商店 10,000
株式会社小林新聞店 10,000
石国産業株式会社 10,000
株式会社御津建 10,000
たけもとクリニック 10,000
株式会社タカラ自動車教習所 10,000
株式会社御津精機製作所 10,000
有限会社石黒設備 10,000
愛知フェルト株式会社 10,000

職域募金
豊川市役所 388,331
豊川市社会福祉協議会 74,779
陸上自衛隊豊川駐屯地 70,300
株式会社AIHO 55,557

豊川信用金庫 54,631
豊川市医師会 50,000
ひまわり農業協同組合 45,000

（福）清源会もくせいの花 28,791
株式会社共栄社 23,185
宗教法人世界心道教 19,212
株式会社デンソープレアス 18,211
特別養護老人ホーム千両荘 16,600
株式会社日本デリカフレッシュ豊川工場 15,187
株式会社コンドウ 14,094
イトモル株式会社 13,761
豊川市薬剤師会 10,000
株式会社トヨテック 10,000
愛知県豊川警察署 10,000

学校募金等
愛知県立国府高等学校 80,242
愛知県立小坂井高等学校 41,595
愛知県立豊川工業高等学校 15,614
愛知県立御津高等学校 15,829
愛知県立豊川特別支援学校 13,410
愛知県立豊川特別支援学校本宮校舎 12,722
学校法人穂の国学園中部福祉専門学校 10,097
豊川市立代田中学校 26,165
豊川市立南部中学校 20,559
豊川市立東部中学校 18,309
豊川市立御津中学校 11,490
豊川市立西部中学校 11,013
豊川市立一宮中学校 10,535
豊川市立八南小学校 25,376
豊川市立小坂井西小学校 25,007
豊川市立中部小学校 19,926
豊川市立東部小学校 19,883
豊川市立国府小学校 16,769
豊川市立御津南部小学校 15,915
豊川市立桜町小学校 15,347
豊川市立一宮東部小学校 15,249
豊川市立三蔵子小学校 14,964
豊川市立豊小学校 13,573
豊川市立天王小学校 11,137
豊川市立御油小学校 10,882
豊川市立代田小学校 10,803
平尾保育園 18,297
八幡保育園 14,360
桜町保育園 14,007
中部保育園 13,697
麻生田保育園 13,000
恵の実共同保育園 12,442
代田保育園 10,790
光輝保育園 10,760
豊川北部保育園 10,675

天王保育園 10,618
三上保育園 10,042
愛知双葉幼稚園 57,070
豊川幼稚園 25,550
花井幼稚園 21,208
光明寺幼稚園 19,150
豊川東幼稚園 13,233
西明寺幼稚園 10,000

街頭募金
豊川市民生委員児童委員協議会 65,008
小坂井メッツボーイズ 19,220
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第一団 19,220
豊川市立東部中学校 61,728

一般受付募金
豊川市老人クラブ連合会 79,002
ふれあいセンター マッサージ機利用者 61,440
赤い羽根共同募金自動販売機利用者 36,529
小林 一仁 10,000

●歳末たすけあい募金
一般受付募金

林明子 100,000
豊川市役所部課長会 100,000
豊川信用金庫本店豊伸会 100,000
豊川ロータリークラブ 81,200
豊川市役所課長補佐会 50,000
匿名 50,000
日本舞踊松葉流 43,566
一宮商工会 30,000
山田香代子 30,000
豊川市社会福祉協議会 27,214
社会福祉法人美竹会 24,215
社会福祉法人若竹荘 22,175
光輝光寿会 20,658
豊川市歯科医師会 20,000
豊川市叙勲者清風会 15,000
ピコカンパニー 12,086
桃源堂福祉会 10,300
びっくりばこ 10,000
匿名 10,000

街頭募金
豊川市民生委員児童委員協議会（音羽地区）・
豊川市立音羽中学校 69,602
愛知県明るい社会づくり推進協議会豊川地区協議会 63,922
連合愛知三河東地域協議会 63,000
豊川市民生委員児童委員協議会（八幡地区）・
豊川市立中部中学校 40,643
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第７団 38,897
豊川市民生委員児童委員協議会（国府地区） 32,400
日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第１団 15,105

戸別募金
豊川連区 859,438
古宿連区 243,887
金屋連区 102,700
金屋南連区 155,950
牛久保連区 246,124
下長山連区 133,760
下郷連区 105,250

中条連区 116,619
睦美連区 171,310
麻生田連区 178,300
三蔵子連区 460,088
千両連区 211,100
八南連区 526,596
平尾連区 191,000
国府連区 318,952

国府東部連区 243,000
国府南部連区 148,984
桜町連区 326,780
諏訪連区 243,130
中部西北連区 159,309
中部南連区 254,996
中部東連区 246,600
代田連区 203,664

三上連区 87,300
御油連区 363,797
一宮東部連区 354,765
一宮西部連区 664,940
一宮南部連区 173,594
音羽連区 665,108
御津連区 1,218,814
小坂井連区 1,384,591

助成の決定

助成額

助成対象事業実施期間

受付期間

申請方法

助成対象事業

助成金の対象団体

●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。



平成28年1月1日号でお知らせいたしました社協会員募集実績報告で、「佐藤病院　10,000円」が掲載されて
おりませんでした。心よりお詫び申し上げます。

《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
23日

お休み※
25日

4月
5月
6月

9日
14日
11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.177号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.177号

17728 4 1

★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
対象　乳幼児や障害のあるお子さんとその兄弟姉妹

※5月28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！！

手話講習会【入門】

音訳ボランティア養成講座

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

参加してみませんか! !
講座がスタートします!!

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。

　「音訳」とは文字を音声に変えて、視覚障害者の方たちに情報をお伝えするものです。本講座では音訳ボラン
ティアとしての心構えや発声・アクセント等の基礎技術、音声ソフトを使ってパソコンに録音する方法について
学びます。音訳やボランティアに興味のある方、ぜひご参加ください。

　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。皆さまからお寄
せいただいた会費は、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いております。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願いいたし
ます。

〈昼の部〉平成２８年５月１０日～９月２７日までの毎週火曜日
　　　　１０時～１２時　全２０回　　※８／１６は休み

〈夜の部〉平成２８年５月１３日～９月３０日までの毎週金曜日
　　　　１９時～２１時　全２０回　　※８／１２は休み
豊川市ろうあ者福祉協会

〈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

講　師
定　員
対　象

受講料
会　場

日　程

定　員

講　師

対　象
受講料
会　場

平成２８年５月１９日～平成２８年１０月20日まで
原則として毎週木曜日　１３：３０～１５：３０　全２０回（8/4、８/１１、９/２２は休み）
明正会館登録団体　
　音訳グループ「ペンライト」所属　  新村  洋子（しんむら  ようこ）

２０名
市内在住・在勤の方（パソコンの基本操作ができる方）
無料（ただしテキスト代として税込864円必要）
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

手話講習会【入門】

音訳ボランティア養成講座

受 講 者 募 集 ！

貸出車輌「きつね号」

☆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・点訳して視覚障害者
　の方に提供しています。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！

講座の
申込みは

普通会員
特別会員
賛助会員
法人会員
施設会員

13,280,750円

270,000円

850,000円

1,357,000円

29,000円

15,786,750円

平成27年度実績

募集期間

サロン会の様子

平成２８年度
社協会員募集にご協力をお願いいたします！

平成2８年5月1日～7月31日

おもちゃ病院
★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時３０分までにお持ちください。
★修理費は無料です。
　原則無料ですが特殊な部品材料などが修理に必要な場合など

は、ご相談の上で実費をいただく場合もあります。
　壊れたおもちゃの部品がありましたらお持ちください。おもちゃ

の入っていた箱や説明書もあれば一緒にお持ちください。
★修理できないおもちゃ
　ＴＶゲーム機・電子ゲーム、エアーガン
　など

壊れたおもちゃも
すぐに捨てないで、

一度おもちゃドクターに
みてもらいましょう。

壊れたおもちゃも
すぐに捨てないで、
一度おもちゃドクターに
みてもらいましょう。

やってみようかな♪


