
金沢やまざくらサロン

小坂井住宅あじさいサロン

開館日◎原則毎月第2・4土曜日の午後2時～午後4時

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

★おもちゃの貸出しもしています！
★おもちゃ図書館を手伝ってくれるボランティアさんも
　随時募集しています！

月 開館日
4月

5月

6月

13日（土）

11日（土）

1日（第１土曜日）

27日（土）

※お休み 

15日（第3土曜日）
※５月２５日はおいでん祭のためお休みです。

ボランティアコーナーについてのお問い合わせ・講座申し込みは…
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8時30分～午後5時15分まで）

　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。

2019年度 社協会員募集に
　　　ご協力をお願いいたします！
2019年度 社協会員募集に
　　　ご協力をお願いいたします！

募集期間
2019年 5月1日▶7月31日
普通会員 ●

特別会員 ●

賛助会員 ●

法人会員 ●

施設会員 ●

1口 ……

1口 …

1口 …

1口 …

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 …………

12,211,645円
340,000円
790,000円
1,423,000円
38,000円

14,802,645円
平成30年度実績
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日　時　2019年５月１６日からスタート
　　　　（概ね毎週木曜日の午前１０時～正午）
会　場　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
講　師　点字図書館「明生会館」所属
　　　　音訳ボランティア　木全則子氏　　
定　員　20名
対　象　市内在住・在勤・在学の方でパソコンの
　　　　基本操作ができる方
受講料　無料（但し、テキスト代８６４円必要）
申込み　４月１日（月）から先着順に受付

この保険はボランティア活動中にボランティア本人がケガをし
た（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった・他人の物を壊して
しまった（賠償事故）などの事故を補償するものです。平成３０
年度にボランティア活動保険に加入された方は、平成３１年３月
３１日で補償期間が終了しています。新年度の補償（保険適用）
を希望する方は、加入申込手続きが必要です。

【窓口】豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」ボランティアセンター
　　　(補償内容や掛金、手続きに関することはこちらまで)　

　ボランティアセンターでは、市内の
視覚障害（身体障害者福祉法施行規
則別表第５号で示されている視覚障害
の等級２級以上）の方に広報や社協だ
より等の点訳版または音訳版（音声を
ＣＤまたはカセットテープに録音した
もの）を無償で提供しています。利用
を希望される方はボランティアセン
ターまでお問い合せください。

厚生労働大臣表彰を
受賞しました！

厚生労働大臣表彰を
受賞しました！

～ボランティア活動保険のご案内～～ボランティア活動保険のご案内～
安心してボランティア活動を！安心してボランティア活動を！

受 講 者 募 集 ！受 講 者 募 集 ！

おもちゃ病院のご案内
★壊れたおもちゃは捨てる前に、お
もちゃドクターに診察してもらい
ましょう。午後３時３０分までに
お持ちください。　
★修理費は原則無料ですが、特殊な
部品材料などが修理に必要な場合
は、ご相談の上で実費をいただく
場合もございます。壊れたおもち
ゃの部品やおもちゃの入っていた
箱・説明書が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

新メンバー
大募集！

「音訳」とは文字を音声に換えて、視覚障害の方へ情
報をお伝えする方法です。本講座では音訳ボランティ
アとしての心構えや発声、アクセントの基礎技術のほ
か、音声ソフトを使った録音方法などを学びます。

音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座

「声のたより」・「声の社協だより」・
「点字社協だより」を利用しませんか。

おもちゃ図書館「バンビ」おもちゃ図書館「バンビ」

　豊川奇術同好会（代表：定盛昌義氏）が『平成３０
年度全国社会福祉大会』において、ボランティア功労
者に対する厚生労働大臣表彰を受賞しました。
　３４年間技術向上に励みながら、様々なマジックを
地域の子ども会や老人会、福祉施設などで披露し、た
くさんの方をあっと驚かせ笑顔にしてきました。今回、

このような活動が
評価され受賞とな
りました。誠にお
めでとうございま
す！

社協だより

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.189号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号

平
成

発
行年31 4 1 社会福祉法人

《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク） （社協とは…社会福祉協議会の略称です。）

ふれ愛ネットワーク
〒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/

豊川市社会福祉協議会月 日 NO.

～うれしいな　ちいきの人の　思いやり～
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蔵子いきいき健康サロン
終了時の大笑いの様子 子育てサロン「つぼみ」の様子

桜町ふれあいサロン
中学生ボランティアと茶話会の様子

　豊川市社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金を財源として、豊川市内のボランティア・市民活動団体
（とよかわボランティア・市民活動センター登録団体）、要援護者（高齢者・障害者・児童等）自身やその家
族で組織される当事者団体が実施する地域福祉の向上に繋がる事業に対して助成を行います。助成金の
交付を希望される団体は、次の事項を確認のうえ申請してください。
　皆さまの積極的な応募をお待ちしております！

■助成対象団体
　豊川市内で活動するボランティア・市民活動団体（とよかわボランティア・市民活動センター登録団
体）、要援護者（高齢者・障害者・児童等）自身やその家族で組織される当事者団体で、次の条件を全て満た
すものを対象とします。
（１）団体設立後、１年以上の活動実績があること
（２）宗教と政治に関するものでないこと
（３）助成金対象事業について、国、県、市及び社会福祉協議会等から当該年度助成を受けないこと
（４）会則、規約等が定めてあること
■助成対象事業
　翌年３月末日までに完了するものとし、豊川市内において、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」を目指す次の事業とします。
（１）地域福祉の向上に繋がる事業
（２）住民の福祉意識を高める事業
（３）ボランティア・市民活動団体の活動発展のために必要な資機材の購入事業
■助成金額
　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。）
■助成の決定方法
（１）第１次審査　書類選考
（２）第２次審査　申請団体による公開プレゼンテーション及び助成額の査定
　　　　　　　　　 （2019年7月6日（土）開催予定）
■申請方法
 ・所定の申請書に必要事項を記入の上、下記まで申請ください。
 ・申請書添付の必要書類
　団体の規約、前年度の事業報告、決算報告、活動報告等がわかる資料（チラシ、パンフレット等）、
　助成対象事業に係る事業計画書及び予算書
　　　※申請書様式は、本会ホームページからダウンロードすることが可能です。

＜過去の助成金交付事業＞
・講習会、講演会、講座の開催
・ボランティア活動必需品購入
・三世代交流イベント等

申 請 団 体 大 募 集 !申 請 団 体 大 募 集 !

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 み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち
小地域福祉
活動紹介
　コーナー　 桜町地区地域福祉活動推進委員会

　今回は、平成17年初旬に民生委員が中心となり高齢者を対象としたサロンを各町内
会で立ち上げたことをきっかけに、4町内会と1自治会で平成17年12月10日に設立した
桜町地区地域福祉活動推進委員会の地域福祉活動について委員長の岡田文男さんに
お話を伺いました。
　『サロン活動については、4ヶ所の高齢者サロン（週1回・月1回開催が各2ヶ所）が開催
されていて、福祉委員が参加者の意見を取り入れながら実施しています。中には、中学生
ボランティアとの茶話会を企画するなど、それぞれのサロンが独自色を出して頑張ってい
ます』と。ただ、『年々参加者が高齢となり、新しい参加者が増えない』『支援する側の福
祉委員やボランティアの後任がみつからない』など、活動を継続していく上での新たな課題を聞くこともできました。
　他地区では、あまり開催されていない「子育てサロン」について話を伺うと、『子育て世代を応援しようと平成26年に地
区の更生保護女性会と協力して連区内在住の乳児・幼児親子を対象として子育てサロン『つぼみ』を立ち上げました』
と、現在も年間延べ200組を超える親子が参加され、月1回地区市民館に子供たちの笑い声が響いている「親子の集い」
の場所が地域に根付いていることに思わず笑顔を見せられました。
　今後の活動の展望については、『高齢者サロンへの参加者や支援者を募るため、「委員会や福祉会活動のＰＲ広報誌」
を検討したり、地域福祉懇談会で話題になった「高齢者サロンと子育てサロンの交流」を実現するため、高齢者サロンに
子育てサロン参加者を招待するなど工夫していきたい』と、桜町地区の地域福祉をさらに進めていこうという熱い想いを
委員長の言葉の端々から感じることができました。
　地域の福祉会が町内会に所属している桜町地区の強みを生かし、委員会が連区や町内会と協働して活動が継続でき
るように、私たち社会福祉協議会は活動者の皆さんに寄り添い、皆さんが進める「桜町の地域福祉活動」を応援していき
ます。

豊川市民生委員児童委員協議会………… 1,007,608円
豊川市仏教会 ……………………………… 100,000円
宗教法人世界心道教 ……………………… 500,000円
大木町ゴルフクラブ ……………………………50,000円
一登会 …………………………………………50,000円
ひまわりたすけあいの会 ………………………10,000円
匿名 …………………………………………… 6,000円
匿名 …………………………………………… 4,043円
匿名 ……………………………………………30,000円
日本料理「奈つめ」夏目達也 ………………… 車いす1台
豊川市身体障害者福祉連合会小坂井地区支部 片山友美… 写真1点
マックスバリュ東海㈱、マックスバリュ豊川八幡店
　　　 ……………………………………… 車いす 1台
匿名 ………………………………… 1人掛けソファ1点

匿名 …………………………………………… 3,384円
匿名 ………………………………………… 34,540円
匿名 …………………………………………… 6,500円
匿名 ………………………………………… 19,519円

豊川市社会福祉協議会　総務課　☎83-5211

●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。

社会福祉事業へ 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

（順不同・敬称略）

（平成30年9月10日から平成31年3月4日受付まで）

意のコーナー善

委員長
岡田　文男さん

募集期間：2019年4月8日（月）から6月7日（金）まで
この助成事業は、「赤い羽根共同募金」の配分金の一部を財源に実施します。

■お問い合わせ・申請先
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）
〒442－0068　豊川市諏訪3丁目242番地
☎（0533）83－5211　FAX（0533）89－0662
E-mail：t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp
ホームページURL：http://www.toyokawa-shakyo.or.jp

平成３０年度第２次審査公開プレゼンテーションの様子

平成３１年１月１日号社協だよりに掲載しました社協会員募集の実
績の中で、法人会員にご協力いただいた法人の名称に脱字がありま
した。訂正させていただきますと共に深くお詫び申し上げます。

● 会員募集実績
法人会員名称の誤りのお知らせ

（誤）医療法人　信愛会　大石医
↓

（正）医療法人　信愛会　大石医院

平成３１年１月１日号社協だよりに掲載しました「第３８回豊川市社会福祉功労者
顕彰式　豊川市社会福祉協議会長感謝状受賞者の中で、ボランティア団体の名称
に誤りがありました。訂正させていただきますと共に深くお詫び申し上げます。

● 第３８回豊川市社会福祉功労者顕彰式
豊川市社会福祉協議会長感謝状受賞者のボランティア団体名称の誤りのお知らせ

（誤）子育てネットワークあいち・東三河豊川支部
↓

（正）子育てネットワーカ―あいち・東三河豊川支部

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号



蔵子いきいき健康サロン
終了時の大笑いの様子 子育てサロン「つぼみ」の様子

桜町ふれあいサロン
中学生ボランティアと茶話会の様子

　豊川市社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金を財源として、豊川市内のボランティア・市民活動団体
（とよかわボランティア・市民活動センター登録団体）、要援護者（高齢者・障害者・児童等）自身やその家
族で組織される当事者団体が実施する地域福祉の向上に繋がる事業に対して助成を行います。助成金の
交付を希望される団体は、次の事項を確認のうえ申請してください。
　皆さまの積極的な応募をお待ちしております！

■助成対象団体
　豊川市内で活動するボランティア・市民活動団体（とよかわボランティア・市民活動センター登録団
体）、要援護者（高齢者・障害者・児童等）自身やその家族で組織される当事者団体で、次の条件を全て満た
すものを対象とします。
（１）団体設立後、１年以上の活動実績があること
（２）宗教と政治に関するものでないこと
（３）助成金対象事業について、国、県、市及び社会福祉協議会等から当該年度助成を受けないこと
（４）会則、規約等が定めてあること
■助成対象事業
　翌年３月末日までに完了するものとし、豊川市内において、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」を目指す次の事業とします。
（１）地域福祉の向上に繋がる事業
（２）住民の福祉意識を高める事業
（３）ボランティア・市民活動団体の活動発展のために必要な資機材の購入事業
■助成金額
　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。）
■助成の決定方法
（１）第１次審査　書類選考
（２）第２次審査　申請団体による公開プレゼンテーション及び助成額の査定
　　　　　　　　　 （2019年7月6日（土）開催予定）
■申請方法
 ・所定の申請書に必要事項を記入の上、下記まで申請ください。
 ・申請書添付の必要書類
　団体の規約、前年度の事業報告、決算報告、活動報告等がわかる資料（チラシ、パンフレット等）、
　助成対象事業に係る事業計画書及び予算書
　　　※申請書様式は、本会ホームページからダウンロードすることが可能です。

＜過去の助成金交付事業＞
・講習会、講演会、講座の開催
・ボランティア活動必需品購入
・三世代交流イベント等

申 請 団 体 大 募 集 !申 請 団 体 大 募 集 !

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 み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち
小地域福祉
活動紹介
　コーナー　 桜町地区地域福祉活動推進委員会

　今回は、平成17年初旬に民生委員が中心となり高齢者を対象としたサロンを各町内
会で立ち上げたことをきっかけに、4町内会と1自治会で平成17年12月10日に設立した
桜町地区地域福祉活動推進委員会の地域福祉活動について委員長の岡田文男さんに
お話を伺いました。
　『サロン活動については、4ヶ所の高齢者サロン（週1回・月1回開催が各2ヶ所）が開催
されていて、福祉委員が参加者の意見を取り入れながら実施しています。中には、中学生
ボランティアとの茶話会を企画するなど、それぞれのサロンが独自色を出して頑張ってい
ます』と。ただ、『年々参加者が高齢となり、新しい参加者が増えない』『支援する側の福
祉委員やボランティアの後任がみつからない』など、活動を継続していく上での新たな課題を聞くこともできました。
　他地区では、あまり開催されていない「子育てサロン」について話を伺うと、『子育て世代を応援しようと平成26年に地
区の更生保護女性会と協力して連区内在住の乳児・幼児親子を対象として子育てサロン『つぼみ』を立ち上げました』
と、現在も年間延べ200組を超える親子が参加され、月1回地区市民館に子供たちの笑い声が響いている「親子の集い」
の場所が地域に根付いていることに思わず笑顔を見せられました。
　今後の活動の展望については、『高齢者サロンへの参加者や支援者を募るため、「委員会や福祉会活動のＰＲ広報誌」
を検討したり、地域福祉懇談会で話題になった「高齢者サロンと子育てサロンの交流」を実現するため、高齢者サロンに
子育てサロン参加者を招待するなど工夫していきたい』と、桜町地区の地域福祉をさらに進めていこうという熱い想いを
委員長の言葉の端々から感じることができました。
　地域の福祉会が町内会に所属している桜町地区の強みを生かし、委員会が連区や町内会と協働して活動が継続でき
るように、私たち社会福祉協議会は活動者の皆さんに寄り添い、皆さんが進める「桜町の地域福祉活動」を応援していき
ます。

豊川市民生委員児童委員協議会………… 1,007,608円
豊川市仏教会 ……………………………… 100,000円
宗教法人世界心道教 ……………………… 500,000円
大木町ゴルフクラブ ……………………………50,000円
一登会 …………………………………………50,000円
ひまわりたすけあいの会 ………………………10,000円
匿名 …………………………………………… 6,000円
匿名 …………………………………………… 4,043円
匿名 ……………………………………………30,000円
日本料理「奈つめ」夏目達也 ………………… 車いす1台
豊川市身体障害者福祉連合会小坂井地区支部 片山友美… 写真1点
マックスバリュ東海㈱、マックスバリュ豊川八幡店
　　　 ……………………………………… 車いす 1台
匿名 ………………………………… 1人掛けソファ1点

匿名 …………………………………………… 3,384円
匿名 ………………………………………… 34,540円
匿名 …………………………………………… 6,500円
匿名 ………………………………………… 19,519円

豊川市社会福祉協議会　総務課　☎83-5211

●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。

社会福祉事業へ 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

（順不同・敬称略）

（平成30年9月10日から平成31年3月4日受付まで）

意のコーナー善

委員長
岡田　文男さん

募集期間：2019年4月8日（月）から6月7日（金）まで
この助成事業は、「赤い羽根共同募金」の配分金の一部を財源に実施します。

■お問い合わせ・申請先
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）
〒442－0068　豊川市諏訪3丁目242番地
☎（0533）83－5211　FAX（0533）89－0662
E-mail：t-shakyo@toyokawa-shakyo.or.jp
ホームページURL：http://www.toyokawa-shakyo.or.jp

平成３０年度第２次審査公開プレゼンテーションの様子

平成３１年１月１日号社協だよりに掲載しました社協会員募集の実
績の中で、法人会員にご協力いただいた法人の名称に脱字がありま
した。訂正させていただきますと共に深くお詫び申し上げます。

● 会員募集実績
法人会員名称の誤りのお知らせ

（誤）医療法人　信愛会　大石医
↓

（正）医療法人　信愛会　大石医院

平成３１年１月１日号社協だよりに掲載しました「第３８回豊川市社会福祉功労者
顕彰式　豊川市社会福祉協議会長感謝状受賞者の中で、ボランティア団体の名称
に誤りがありました。訂正させていただきますと共に深くお詫び申し上げます。

● 第３８回豊川市社会福祉功労者顕彰式
豊川市社会福祉協議会長感謝状受賞者のボランティア団体名称の誤りのお知らせ

（誤）子育てネットワークあいち・東三河豊川支部
↓

（正）子育てネットワーカ―あいち・東三河豊川支部

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号



金沢やまざくらサロン

小坂井住宅あじさいサロン

開館日◎原則毎月第2・4土曜日の午後2時～午後4時

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

★おもちゃの貸出しもしています！
★おもちゃ図書館を手伝ってくれるボランティアさんも
　随時募集しています！

月 開館日
4月

5月

6月

13日（土）

11日（土）

1日（第１土曜日）

27日（土）

※お休み 

15日（第3土曜日）
※５月２５日はおいでん祭のためお休みです。

ボランティアコーナーについてのお問い合わせ・講座申し込みは…
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8時30分～午後5時15分まで）

　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。

2019年度 社協会員募集に
　　　ご協力をお願いいたします！
2019年度 社協会員募集に
　　　ご協力をお願いいたします！

募集期間
2019年 5月1日▶7月31日
普通会員 ●

特別会員 ●

賛助会員 ●

法人会員 ●

施設会員 ●

1口 ……

1口 …

1口 …

1口 …

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 …………

12,211,645円
340,000円
790,000円
1,423,000円
38,000円

14,802,645円
平成30年度実績
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日　時　2019年５月１６日からスタート
　　　　（概ね毎週木曜日の午前１０時～正午）
会　場　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
講　師　点字図書館「明生会館」所属
　　　　音訳ボランティア　木全則子氏　　
定　員　20名
対　象　市内在住・在勤・在学の方でパソコンの
　　　　基本操作ができる方
受講料　無料（但し、テキスト代８６４円必要）
申込み　４月１日（月）から先着順に受付

この保険はボランティア活動中にボランティア本人がケガをし
た（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった・他人の物を壊して
しまった（賠償事故）などの事故を補償するものです。平成３０
年度にボランティア活動保険に加入された方は、平成３１年３月
３１日で補償期間が終了しています。新年度の補償（保険適用）
を希望する方は、加入申込手続きが必要です。

【窓口】豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」ボランティアセンター
　　　(補償内容や掛金、手続きに関することはこちらまで)　

　ボランティアセンターでは、市内の
視覚障害（身体障害者福祉法施行規
則別表第５号で示されている視覚障害
の等級２級以上）の方に広報や社協だ
より等の点訳版または音訳版（音声を
ＣＤまたはカセットテープに録音した
もの）を無償で提供しています。利用
を希望される方はボランティアセン
ターまでお問い合せください。

厚生労働大臣表彰を
受賞しました！

厚生労働大臣表彰を
受賞しました！

～ボランティア活動保険のご案内～～ボランティア活動保険のご案内～
安心してボランティア活動を！安心してボランティア活動を！

受 講 者 募 集 ！受 講 者 募 集 ！

おもちゃ病院のご案内
★壊れたおもちゃは捨てる前に、お
もちゃドクターに診察してもらい
ましょう。午後３時３０分までに
お持ちください。　
★修理費は原則無料ですが、特殊な
部品材料などが修理に必要な場合
は、ご相談の上で実費をいただく
場合もございます。壊れたおもち
ゃの部品やおもちゃの入っていた
箱・説明書が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

新メンバー
大募集！

「音訳」とは文字を音声に換えて、視覚障害の方へ情
報をお伝えする方法です。本講座では音訳ボランティ
アとしての心構えや発声、アクセントの基礎技術のほ
か、音声ソフトを使った録音方法などを学びます。

音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座

「声のたより」・「声の社協だより」・
「点字社協だより」を利用しませんか。

おもちゃ図書館「バンビ」おもちゃ図書館「バンビ」

　豊川奇術同好会（代表：定盛昌義氏）が『平成３０
年度全国社会福祉大会』において、ボランティア功労
者に対する厚生労働大臣表彰を受賞しました。
　３４年間技術向上に励みながら、様々なマジックを
地域の子ども会や老人会、福祉施設などで披露し、た
くさんの方をあっと驚かせ笑顔にしてきました。今回、

このような活動が
評価され受賞とな
りました。誠にお
めでとうございま
す！

社協だより

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.189号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.185号
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《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク） （社協とは…社会福祉協議会の略称です。）

ふれ愛ネットワーク
〒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/
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