
お問い合わせ・お申込み先
ボランティアセンター▶豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」３階
☎0533-83-0630　　℻ 0533-89-0662
（受付時間：月～金　午前８時３０分～午後５時１５分まで）※土日祝日はお休みです。ご了承ください。

やってます、LINE

おもちゃ図書館「バンビ」
おもちゃ病院

※新型コロナウイルス感染症対策として、開催を中止する場合もございます。
最新情報は社協ホームページ、フェイスブック、LINEいずれかをご確認ください。

ＱＲ QRコードを読み取り　または
友だち検索で「豊川市社会福祉
協議会」と検索してね♪

《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～
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（社協とは…豊川市社会福祉協議会の略称です。）
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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/
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点訳ボランティア養成講座＜全20回＞点訳ボランティア養成講座＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞

お知らせ
　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。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、会員募集を中止しました。
　今年度は、改めて募集いたしますので、ご協
力をお願いいたします。

普通会員　１口 …………… ５００円
特別会員　１口 ………… １,０００円
賛助会員　１口 ………… １,０００円
法人会員　１口 ………… ２,０００円
施設会員　１口 ………… ２,０００円

令和3年5月11日（火）から
令和3年9月28日（火）まで
毎週火曜日
午前10時００分から12時00分
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

２階 視聴覚室　

豊川市ろう者協会

聴覚障害について学ぶ

手話表現の基礎を学ぶ　ほか

２０名　※先着順

市内在住・在勤・在学で高校生以上の方

テキスト代3,300円のみ実費負担
筆記用具

　受付開始：令和３年４月５日（月）

開館時間◎午後２時から午後４時まで
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◎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OK！（３点まで）。
★壊れたおもちゃは、おもちゃ病院へ！
★おもちゃ図書館ボランティア随時募集中！
＜新型コロナウイルス感染症対策＞
その場で遊ぶことはできません。
ご了承ください。

日　時

会　場

講　師

内　容

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始 受付開始
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会　場
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内　容

定　員
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令和3年5月6日（木）から
令和4年2月9日（水）までの
第１・第２水曜日
13時30分から15時30分まで
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
２階 視聴覚室　
「点字図書館」明生会館 前田典子 氏
点訳の規則（打ち方、読み方）
市内点訳ボランティアの紹介　ほか
２０名　※先着順
市内在住、在勤、在学で点字ボランティア
活動に関心のある方
テキスト代1,540円のみ実費負担
筆記用具
　受付開始：令和３年４月５日（月）社協会員募集に

ご協力をお願いいたします！
社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！

令和３年度令和３年度

募 集 期 間募 集 期 間
令和３年５月１日～８月３１日

原則として毎週火曜日 原則として第１・第２水曜日

※事務処理の都合上、行事開催日の１０日前までにお
申込みください。
※行事が中止となった場合は、速やかに本会までご連
絡ください。掛金返金手続きが可能です。
※年間を通じてのお申込みは避けてください。新型コ
ロナウイルス感染症の状況に配慮し、1か月単位な
ど期間を区切り、ご申請ください。

麻生田図書サロン ふれあいサロンあいあい



み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち

一宮南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

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.197号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.197号

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

申 請 団 体 大 募 集！！申 請 団 体 大 募 集！！

社会福祉事業へ
 

ボランティア事業へ

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。
（順不同・敬称略）

●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

渋谷きよ子 ………………………………………………………… ３,６６１円
井上　淑子 ………………………………………………………… ９,４８５円
匿名４件 ……………………………………………………… １０７,１９０円

　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！

　平成２１年４月１日に発足し、地域福祉活動を開始した一宮南部地区地域福祉活動推進委員会は、今年１２年目を
迎えます。活動について尋ねるため、３月末まで委員長を務められた柿田尚志さんと、４月から委員長を引き継がれ
た山本今朝夫さんにお話を伺いました！

　私たちの委員会は三つの福祉会からなり、
委員は各町内の区長・区長 OB・民生児童委
員・福祉会会長で構成されています。委員長
の選出は申し合わせで選出町内が輪番制で決
まっており、選出に困ることはありません。
年間４回委員会を開催し、各町内の福祉会の
活動報告をしたり、新たな活動や問題点等を
話し合うことで、よりよい福祉会を目指して
います。また、委員会全体の事業として、大
和大イチョウ祭りへの参加協力や一宮南部小
学校の環境整備・焼き芋会への支援を委員
18名で協力して行っています。

　各町内の福祉会では、出前講座・
健康体操・地元保育園との交流及
び草刈り活動・グランドゴルフや
ゲートボールと茶話会・児童や高
齢者の見守り活動等様々な活動を
しています。世代間交流の事業も
活発に行っていましたが、コロナ
禍で活動が制限されているのが現
状です。
　我々の福祉会は 60～ 75 歳の総
勢 14 名。チームワークの良さで
頑張っていますが、後継者がいな
いこと、若い世代の入会が少ない
ことが課題です。

一宮南部地区ってどんなところ？ 
金沢町・豊津町・橋尾町・松原町及び一宮町の一部区域から構成さ
れており、約700世帯の方が暮らしています。高齢化率は 30.6％と
高齢化が進行していますが、ひとり暮らし高齢者の割合は市内を見
ても低く、三世代同居世帯等が多いのが特徴です。地域でも活発
に世代間交流活動が行われており地域のつながりが盛んです。

▲ 募集期間　令和３年４月６日（火）から６月４日（金）まで

令和元年度第２次審査公開プレゼンテーションの様子（令和２年度は書類審査にて実施）

4月から委員長の
山本さん

警察署員による防犯講座

移動販売車を誘致し、
皆でお買い物をしている様子

大和大イチョウ祭りの様子

3月末まで委員長の
柿田さん

［ 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等購入

●三世代交流イベント等

▲ 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 
TEL：（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

　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。
◆助成金の対象団体
　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２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 3年７月3日（土）開催予定）

　※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施方法を変更させていただく場合がありますので、
ご了承ください。

◆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。

株式会社 東海理化…………………………… フェイスシールド　３００個
（令和2年12月4日から令和3年3月2日受付まで）
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　※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施方法を変更させていただく場合がありますので、
ご了承ください。

◆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。

株式会社 東海理化…………………………… フェイスシールド　３００個
（令和2年12月4日から令和3年3月2日受付まで）



お問い合わせ・お申込み先
ボランティアセンター▶豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」３階
☎0533-83-0630　　℻ 0533-89-0662
（受付時間：月～金　午前８時３０分～午後５時１５分まで）※土日祝日はお休みです。ご了承ください。

やってます、LINE

おもちゃ図書館「バンビ」
おもちゃ病院

※新型コロナウイルス感染症対策として、開催を中止する場合もございます。
最新情報は社協ホームページ、フェイスブック、LINEいずれかをご確認ください。

ＱＲ QRコードを読み取り　または
友だち検索で「豊川市社会福祉
協議会」と検索してね♪

《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
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開催日
２4日（土）
22日（土）
26日（土）

４月
５月
６月

10日（土）
8日（土）
１2日（土）

月
日時◎

点訳ボランティア養成講座＜全20回＞点訳ボランティア養成講座＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞

お知らせ
　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。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、会員募集を中止しました。
　今年度は、改めて募集いたしますので、ご協
力をお願いいたします。

普通会員　１口 …………… ５００円
特別会員　１口 ………… １,０００円
賛助会員　１口 ………… １,０００円
法人会員　１口 ………… ２,０００円
施設会員　１口 ………… ２,０００円

令和3年5月11日（火）から
令和3年9月28日（火）まで
毎週火曜日
午前10時００分から12時00分
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

２階 視聴覚室　

豊川市ろう者協会

聴覚障害について学ぶ

手話表現の基礎を学ぶ　ほか

２０名　※先着順

市内在住・在勤・在学で高校生以上の方

テキスト代3,300円のみ実費負担
筆記用具

　受付開始：令和３年４月５日（月）

開館時間◎午後２時から午後４時まで
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◎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OK！（３点まで）。
★壊れたおもちゃは、おもちゃ病院へ！
★おもちゃ図書館ボランティア随時募集中！
＜新型コロナウイルス感染症対策＞
その場で遊ぶことはできません。
ご了承ください。

日　時

会　場

講　師

内　容

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始 受付開始

日　時

会　場

講　師

内　容

定　員

対　象

持ち物

参加費

令和3年5月6日（木）から
令和4年2月9日（水）までの
第１・第２水曜日
13時30分から15時30分まで
豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
２階 視聴覚室　
「点字図書館」明生会館 前田典子 氏
点訳の規則（打ち方、読み方）
市内点訳ボランティアの紹介　ほか
２０名　※先着順
市内在住、在勤、在学で点字ボランティア
活動に関心のある方
テキスト代1,540円のみ実費負担
筆記用具
　受付開始：令和３年４月５日（月）社協会員募集に

ご協力をお願いいたします！
社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！

令和３年度令和３年度

募 集 期 間募 集 期 間
令和３年５月１日～８月３１日

原則として毎週火曜日 原則として第１・第２水曜日

※事務処理の都合上、行事開催日の１０日前までにお
申込みください。
※行事が中止となった場合は、速やかに本会までご連
絡ください。掛金返金手続きが可能です。
※年間を通じてのお申込みは避けてください。新型コ
ロナウイルス感染症の状況に配慮し、1か月単位な
ど期間を区切り、ご申請ください。

麻生田図書サロン ふれあいサロンあいあい


