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開館日◎原則毎月第2・4土曜日の午後2時～午後4時

月 開館日
4月

5月

6月

11日（土）

　9日（土）

　6日（土）

25日（土）

 

20日（土）

　豊川市社会福祉協議会では、市民の皆さまとと
もに『ふれあい 支えあい 夢のある元気なまち と
よかわ』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。

　令和２年１月１日号で社協会員募集の実績について
報告しましたが、新たに法人会員にご加入いただきま
した。ありがとうございました。

令和２年度 社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！
令和２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
令和２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 ………………

12,203,996円
342,000円
811,000円
1,436,000円
26,000円

14,818,996円
令和元年度実績
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　周囲に聞こえづらくて、困っている方はいらっしゃいませんか？
　聞こえが悪くなると、不安や孤独感で社会から遠ざかりがちになる方が多くみえます。
　しかし、「表情・身振り」や「字幕」など目で見ることで、聞こえを補うことができます。
　この講座で、よりよいコミュニケーションをとれるように、「書く・パソコン・スマホ」な
どを使い、文字で伝える方法を学んでみませんか？

　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第５条第１項第２号が規
定する「障害の級別」において、同条第３項が定める別表第５号で示された視覚障害の等級が２級以上）
の方などに広報や社協だより等の点訳版また音訳版（音声をＣＤまたカセットテープに吹き込みした
もの）を提供しています。利用を希望される方はボランティアセンターまでお問合せください。

おもちゃ病院のご案内

・おもちゃドクターに診察してもら
いませんか？
・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。
※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

● 会員募集法人会員の追加分について

「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」

上記へのお申込みや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までお気軽にどうぞ！！
☎（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 ※土日祝日は除きます）

社団卓和会しらゆりクリニック 2,000円
たけもとクリニック 10,000円
宗教法人 豊川閣 妙厳寺 35,000円
トヨタカローラ愛知 株式会社 音羽店 2,000円
株式会社 ニュー豊川建築事務所 2,000円
株式会社　平松食品 2,000円
一般社団法人 ほほえみ 6,000円
株式会社 御津クリーナー 2,000円

場所◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
　　　１階機能訓練室
対象◎未就学児または障害のある
　　　お子さんとその兄弟姉妹

★おもちゃの貸出あります！
★おもちゃ図書館を運営のお手伝い、
　盛り上げてくれる方など
　ボランティア大募集中！！

日　時　①７月４日（土）②７月１１日（土）③７月１８日（土）
　　　　④７月２５日（土）⑤８月１日（土）⑥８月８日（土）
　　　　※時間はいずれも、13時30分から
　　　　　16時30分まで
会　場　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」２階
　　　　視聴覚室

講　師　耳サポとよかわ他
定　員　20名　※先着順
対　象　市内在住・在勤・在学の方
参加費　無料
申込み　5月11日（月）から先着順に受付

～『聞こえのサポート教室（全６回）』開催～～『聞こえのサポート教室（全６回）』開催～

壊れてしまった大切なおもちゃ、
捨ててしまうその前に！

おいでん祭のため
お休み

社協だより

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.193号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.193号

令
和

発
行年2 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/
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サロン活動の様子

　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いただきますようお願いいたします。
　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
　第２次審査結果の通知日から翌年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　公開プレゼンテーション及び助成額の査定
　　　　　　　　　 （令和２年７月11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。

ます。ます。

申 請 団 体 大 募 集 !!
の積極的な応募をお待ちしております！

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

豊川市仏教会 ……………………………… 100,000円
八幡地区民生委員・児童委員有志一同 ……… 1,178円
千両町夏まつり ………………………………… 3,000円
株式会社魚国総本社・株式会社東海理化 ……19,300円
宗教法人 世界心道教 ……………………… 500,000円
光輝光寿会 ……………………………………18,356円
いかまい館利用者一同 ………………………… 5,000円
大木町ゴルフクラブ ……………………………50,000円
一登会 …………………………………………50,000円
匿名 ………………………………………… 110,121円
匿名 ……………………………………………10,000円
匿名 ……………………………………………73,000円
匿名 ……………………………………………27,843円
匿名 ……………………………………………10,000円

特定非営利活動法人とよかわ子育てネット………………
　　　　　　　　　知育玩具(ブロック1点、パズル1点)
マックスバリュ東海(株)マックスバリュ豊川八幡店 ………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
匿名 ………… 杖(アルミ4点式2点、折り畳み式2点)　
匿名 …………………CDラジオラジカセレコーダー1台

福祉ショップ愛 お客様 ………………………… 1,791円
匿名 …………………………………………… 4,926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）

（令和元年９月１９日から令和２年3月2日受付まで）

意のコーナー善

委員長
横山  一三六さん募集期間：令和２年４月７日（火）から６月５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

令和元年度第２次審査公開プレゼンテーションの様子

み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち

一宮西部地区地域福祉活動推進委員会
地域福祉
活動紹介
　コーナー　

　平成２０年６月１日に発足し、地域福祉活動を開始した一宮西部地区地域福
祉活動推進委員会は、今年で１２年目を迎えます。今回は、委員長の横山一三
六さんに地区の地域福祉活動についてお話を伺いました。

　わたしたちの委員会は、「みんなでつくる支えあいのまち」を基本理念に、地
域住民が主体となって地域福祉をすすめていくための組織として、５町内から
それぞれ福祉委員が選出され、設立されました。

　一宮西部地区内では、町内会の役員さん、民生委員さん等
と連携する中で、地域での交流や地域に住んでいる方同士の
助け合いを進めることを目的に、「ふれあいサロン活動」等に
取り組んでいます。現在、７か所でふれあいサロン活動が行わ
れており、各サロンごとにおしゃべりやものづくり、グランドゴル
フ、健康活動、しめ縄づくり講座等それぞれ特色ある活動をし
ています。参加者は高齢者が多いですが、地区内には子育て
支援を行う団体も活動しています。活動頻度も、週に１回や、月
に１回など様々です。
　私が代表をしているサロンでは、昨年度、中高生のボラン
ティア体験学習の受け入れを行い、世代間交流の良いきっか
けとなりました。

委員会設立の経緯を教えてください。

現在、一宮西部地区ではどのような地域福祉活動を行っていますか。

一宮西部地区の今後の課題は何ですか。

　委員会に関わる福祉委員やボランティアが高齢化しており、新たな方をどのように見つけるか。地域へ
の広報紙発行などで、委員会の活動を多くの方に知ってもらうことが必要と考えます。

　一宮西部地区ってどんなところ？　　５町内（一宮・大木・篠田・西原・足山田）から構成されてお
り、約４１００世帯の方が暮らしています。全体の高齢化率は23.5%ですが、町内により高齢化率や
規模にばらつきがあり、地区の特色にあった活動が行われています。

〈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
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☎（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

令和元年度第２次審査公開プレゼンテーションの様子

み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち

一宮西部地区地域福祉活動推進委員会
地域福祉
活動紹介
　コーナー　

　平成２０年６月１日に発足し、地域福祉活動を開始した一宮西部地区地域福
祉活動推進委員会は、今年で１２年目を迎えます。今回は、委員長の横山一三
六さんに地区の地域福祉活動についてお話を伺いました。

　わたしたちの委員会は、「みんなでつくる支えあいのまち」を基本理念に、地
域住民が主体となって地域福祉をすすめていくための組織として、５町内から
それぞれ福祉委員が選出され、設立されました。

　一宮西部地区内では、町内会の役員さん、民生委員さん等
と連携する中で、地域での交流や地域に住んでいる方同士の
助け合いを進めることを目的に、「ふれあいサロン活動」等に
取り組んでいます。現在、７か所でふれあいサロン活動が行わ
れており、各サロンごとにおしゃべりやものづくり、グランドゴル
フ、健康活動、しめ縄づくり講座等それぞれ特色ある活動をし
ています。参加者は高齢者が多いですが、地区内には子育て
支援を行う団体も活動しています。活動頻度も、週に１回や、月
に１回など様々です。
　私が代表をしているサロンでは、昨年度、中高生のボラン
ティア体験学習の受け入れを行い、世代間交流の良いきっか
けとなりました。

委員会設立の経緯を教えてください。

現在、一宮西部地区ではどのような地域福祉活動を行っていますか。

一宮西部地区の今後の課題は何ですか。

　委員会に関わる福祉委員やボランティアが高齢化しており、新たな方をどのように見つけるか。地域へ
の広報紙発行などで、委員会の活動を多くの方に知ってもらうことが必要と考えます。

　一宮西部地区ってどんなところ？　　５町内（一宮・大木・篠田・西原・足山田）から構成されてお
り、約４１００世帯の方が暮らしています。全体の高齢化率は23.5%ですが、町内により高齢化率や
規模にばらつきがあり、地区の特色にあった活動が行われています。

〈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

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.193号 社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.193号



西東光町ふれあいサロン西東光町ふれあいサロン 御油追分サロン

開館日◎原則毎月第2・4土曜日の午後2時～午後4時

月 開館日
4月

5月

6月

11日（土）

　9日（土）

　6日（土）

25日（土）

 

20日（土）

　豊川市社会福祉協議会では、市民の皆さまとと
もに『ふれあい 支えあい 夢のある元気なまち と
よかわ』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。

　令和２年１月１日号で社協会員募集の実績について
報告しましたが、新たに法人会員にご加入いただきま
した。ありがとうございました。

令和２年度 社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！
令和２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
令和２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 ………………

12,203,996円
342,000円
811,000円
1,436,000円
26,000円

14,818,996円
令和元年度実績
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　周囲に聞こえづらくて、困っている方はいらっしゃいませんか？
　聞こえが悪くなると、不安や孤独感で社会から遠ざかりがちになる方が多くみえます。
　しかし、「表情・身振り」や「字幕」など目で見ることで、聞こえを補うことができます。
　この講座で、よりよいコミュニケーションをとれるように、「書く・パソコン・スマホ」な
どを使い、文字で伝える方法を学んでみませんか？

　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第５条第１項第２号が規
定する「障害の級別」において、同条第３項が定める別表第５号で示された視覚障害の等級が２級以上）
の方などに広報や社協だより等の点訳版また音訳版（音声をＣＤまたカセットテープに吹き込みした
もの）を提供しています。利用を希望される方はボランティアセンターまでお問合せください。

おもちゃ病院のご案内

・おもちゃドクターに診察してもら
いませんか？
・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。
※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

● 会員募集法人会員の追加分について

「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」

上記へのお申込みや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までお気軽にどうぞ！！
☎（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 ※土日祝日は除きます）

社団卓和会しらゆりクリニック 2,000円
たけもとクリニック 10,000円
宗教法人 豊川閣 妙厳寺 35,000円
トヨタカローラ愛知 株式会社 音羽店 2,000円
株式会社 ニュー豊川建築事務所 2,000円
株式会社　平松食品 2,000円
一般社団法人 ほほえみ 6,000円
株式会社 御津クリーナー 2,000円

場所◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
　　　１階機能訓練室
対象◎未就学児または障害のある
　　　お子さんとその兄弟姉妹

★おもちゃの貸出あります！
★おもちゃ図書館を運営のお手伝い、
　盛り上げてくれる方など
　ボランティア大募集中！！

日　時　①７月４日（土）②７月１１日（土）③７月１８日（土）
　　　　④７月２５日（土）⑤８月１日（土）⑥８月８日（土）
　　　　※時間はいずれも、13時30分から
　　　　　16時30分まで
会　場　豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」２階
　　　　視聴覚室

講　師　耳サポとよかわ他
定　員　20名　※先着順
対　象　市内在住・在勤・在学の方
参加費　無料
申込み　5月11日（月）から先着順に受付

～『聞こえのサポート教室（全６回）』開催～～『聞こえのサポート教室（全６回）』開催～

壊れてしまった大切なおもちゃ、
捨ててしまうその前に！

おいでん祭のため
お休み

社協だより
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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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