
事業報告 ……………………………………………2
決算報告 ……………………………………………3
社協会員募集 ………………………………………4
緊急貸付のお知らせ ………………………………5
マスコットキャラクター募集 ……………………5
ボランティア団体紹介 ……………………… 6・7
お知らせ ……………………………………………8

とよやまとよやまとよやま

この広報誌は、皆様からの会費と赤い羽根共同募金の配分金で
作成されています。

令和2年7月号

発行  社会福祉法人
　　  豊山町社会福祉協議会
〒480-0202
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字諏訪270番地
豊山町総合福祉センター しいの木 内
TEL.（0568）29-0002
FAX.（0568）39-0017

第 148 号

主な内容

社協だより
https://www.toyoyama-shakyo.jp

写真：元気はつらつサロン

ホームページが
リニューアル
しました。

新型コロナウイルス感染症に負けないように！新型コロナウイルス感染症に負けないように！



とよやま点字友の会

頻度 月１回

人数 ８名

場所 しいの木
内容 広報などの録音や

視覚障がい者との交流

頻度 月に１回

人数 ２名

場所 東部学習等供用施設
内容 おもちゃ修理

頻度 年に４回ほど

人数 ８名

場所 冨士供用施設
内容 いきいきサロン（一人暮らし

高齢者への食事提供）の開催

頻度 月に３回ほど

人数 ８名

場所 しいの木2階
内容 視覚障がい者との交流、広報・

カレンダー・依頼文書の点訳、
福祉実践教室の参加など

頻度 月２回＋不定期

人数 １１名

場所 社教センターや健康・
福祉フェスティバルなど

内容 絵本の読み聞かせ、
手作り人形劇、大型紙芝居、
図書室入口にて季節の工作など

おもちゃの修理を通じて子ども
の笑顔に出会えるボランティア
です！

一　言

一言 見えなくても読める、お手伝いをしています。

音訳サーク ル虹の会ふれあいいきいきサロン冨士

読みきかせグループゆめっ子

一言 地域の皆さまの笑顔のため、32年間活動しています！

おもちゃ病院

一言 音訳に興味のある方を
募集しています。

一言 志水地区の１人暮らし高齢者の
方参加をお待ちしております。

新しいメンバー
随時募集中です！

ボランティアレポート あなたの身近なボランティアを教えてください！ まちには小さなＳＯＳがたくさんあります。
それに対して、あなたが行ったボランティアやしてもらったことを何でもいいので教えてください。

社協ＨＰ ： ボランティアレポートより教えてください！

健康・福祉フェスティバル ふれあい食事会

共同募金

映画上映会と福祉体験

元気はつらつサロン

福祉実践教室

健康・福祉フェスティバル
地域に根ざした福祉のまちづくりを目指し、
皆さまの健康と福祉の場として開催しました。
多くの町民の方に参加していただきました。

ふれあい食事会
ひとり暮らしの65歳以上の方を対象に、友達
づくりや情報交換の場として社会教育セン
ターで年3回開催しました。

共同募金
歳末たすけあい街頭募金を町内の商業
施設２店舗（エアポートウォーク名古屋・
西友 豊山店）の店頭をお借りして赤十字
奉仕団のご協力のもと実施しました。

映画上映会と福祉体験
地域の交流の場所づくりと福祉への理解
を深めていただくため、映画「あなたを
ずっとあいしてる」の上映と福祉体験教室
を開催しました。

元気はつらつサロン
高齢者の社会参加や介護予防を目的に
総合福祉センターしいの木において月３
回（年35回）開催し、延977名の方に参加
していただきました。

福祉実践教室
児童・生徒を対象に福祉への理解、ボラン
ティアへの関心を促すため、町内3小学校
で開催しました。
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新型コロナウイルス感染症の影響で現在活動に変更がある場合があります。ご興味のある方は社会福祉協議会まで
ご連絡ください （☎２９-０００２）

どこのボランティア団体もメンバー募集中です！

頻度 不定期

人数 １５名

場所 福祉施設や学校等
内容 福祉施設でのお手伝い等

行事ボランティア

頻度 敬老会等

人数 ２名

場所 社教センターホール
内容 OHPによる要約筆記

頻度 月４～５回

人数 １５名

場所 東部供用施設
内容 聴覚障がい者と交流、

手話学習、地域の行事参加

頻度 不定期

人数 約５０名

場所 町内
内容 防災訓練での炊き出し、

募金の協力など町内での
防災、福祉活動

若い方も要約筆記に興味をもっ
てもらい、これからも続いていくと
嬉しいです！

一　言

手話サークル豊友

一言 手話を楽しく学びませんか？

音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団

一言 団員数の減少について深刻に思っております！ 少しでもご興味の
ある方は下記の連絡先までお問い合わせください。

す ず ら ん

一言 年配の方から子どもさんまで多くの笑顔に接することができるボランティアです。
活動してみたい方がいらっしゃったらお気軽にお声かけ下さい。

㋵とよやま

令和元年度 豊山町社会福祉協議会  決算報告
110,761,925円（単位：円）収 入

110,761,925円（単位：円）支 出

110,761,925円
110,761,925円

0円
46,175,399円
40,343,686円

介護保険事業収入
42,087,599

経常経費補助金収入
23,343,300

その他小計
18,282,497

受託金収入
12,054,101

障害福祉サービス等事業収入
2,546,613（2%）

会費収入 1,993,000（2%）

作業所収入・日常利用料収入
1,846,982（2%）

共同募金配分金収入
1,812,747（2%）

寄附金収入
720,373（1%）

38%38%

46%46%

21%21%

13%13%

11%11%

21%21%

16%16%

11%11%

5%5%

地域福祉活動事業
3,750,695（3%）

老人デイサービス事業
24,303,847

ホームヘルプ
サービス事業
14,949,401

心身障害者
小規模作業所事業
13,083,464

共同募金配分金事業
2,068,264（2%）

地域サロン活動事業 450,937（1%）在宅福祉サービス事業
480,404（1%）

繰越金（予備費を含む）
6,074,713

収  入

支  出

収 入 決 算 額
支 出 決 算 額
当期資金収支差額
前期未支払資金残高
当期未支払資金残高

法人運営事業
51,211,440

生活福祉資金貸付・
くらし資金・
相談支援事業
209,180（1%）

日常生活自立支援事業 254,293（1%）
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令和２年度　豊山町社会福祉協議会
会員募集事業にご協力をお願いいたします
令和２年度　豊山町社会福祉協議会

会員募集事業にご協力をお願いいたします
令和２年度　豊山町社会福祉協議会

会員募集事業にご協力をお願いいたします
　社会福祉協議会の取り組みや活動は、住民の皆さまからの会費や寄付、共同募金
の配分金などによって支えられています。
　「誰もが安心して住むことができる福祉のまちづくり」を推進するため、より多く
の皆さまに本会の活動の趣旨をご理解いただき、社協会員になっていただき、会費
納入のご理解とご協力をお願いいたします。

会費総額を５００円玉に例えると…主に次のような事業に使われます会費総額を５００円玉に例えると…主に次のような事業に使われます

一般会員：500円　賛助会員：2,000円　法人会員：3,000円

令和元年度会費総額　2,009,500円
（一般会費1,286,500円　賛助会費164,000円　法人会員559,000）円）

●健康・福祉フェスティバル
●ボランティア団体への助成
●社協だよりの発行

280円

地域を支え合う担い手づくりのために

●ふれあい食事会
●福祉車輌の貸し出し
●福祉団体への助成

100円

高齢者のために

●子ども会への助成
●小中学校での福祉実践教室

50円

子どもたちのために

●通院送迎サービス
●生活福祉資金貸付
●心配ごと相談

70円

地域で困っている人のために

★年会費★
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お問合せ 豊山町社会福祉協議会 https://www.toyoyama-shakyo.jp
☎０５６８-２９-０００２　豊山町豊場字諏訪270番地（総合福祉センターしいの木内）

マスコットキャラクター大募集！！マスコットキャラクター大募集！！マスコットキャラクター大募集！！
「ふくし」「ささえあい」「豊山」「思い
やり」などをイメージさせる、親しみ
やすいキャラクター

豊山町社会福祉協議会の豊山町社会福祉協議会の

くわしくは、町社協窓口に
ある応募要領か
下記のホームページを
ご覧ください。

作品テーマ

A4白色用紙に
①彩色したキャラクターのデザイン
②キャラクターの愛称・プロフィール
③キャラクターの由来（なくても可）
④応募者の名前、住所、電話番号、年齢
をご記入のうえ、社協窓口BOXまで

※応募締め切り 令和２年７月３１日まで

応 募 方 法

今
回
の
テ
ー
マ
は
、表
紙
の『
元
気
は
つ
ら
つ
サ
ロ
ン
』で
す
。

『
サ
ロ
ン
開
催
日
程
』は
、８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
！！

？

償還期間…１０年以内

保証人…不要

措置期間…１年以内

貸付利子…無利子

貸付上限…単身 ： ～１５万円以内、2人以上 ： ～２０万円以内

総合支援資金

緊急小口資金・
総合支援資金（生活費）

西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪２７０番地

☎０５６８-２９-０００２

お問合せ・お申込みは

社会福祉法人 豊山町社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症の影響による休業
や失業等により生活資金でお困りの方々へ

償還期間…２年以内

保証人…不要

措置期間…１年以内

貸付利子…無利子

貸付上限…１０万円以内

緊急小口資金
特に必要と認められる場合は
20万円以内
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新型コロナウイルス感染症の影響で現在活動に変更がある場合があります。ご興味のある方は社会福祉協議会まで
ご連絡ください （☎２９-０００２）

どこのボランティア団体もメンバー募集中です！

頻度 不定期

人数 １５名

場所 福祉施設や学校等
内容 福祉施設でのお手伝い等

行事ボランティア

頻度 敬老会等

人数 ２名

場所 社教センターホール
内容 OHPによる要約筆記

頻度 月４～５回

人数 １５名

場所 東部供用施設
内容 聴覚障がい者と交流、

手話学習、地域の行事参加

頻度 不定期

人数 約５０名

場所 町内
内容 防災訓練での炊き出し、

募金の協力など町内での
防災、福祉活動

若い方も要約筆記に興味をもっ
てもらい、これからも続いていくと
嬉しいです！

一　言

手話サークル豊友

一言 手話を楽しく学びませんか？

音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団

一言 団員数の減少について深刻に思っております！ 少しでもご興味の
ある方は下記の連絡先までお問い合わせください。

す ず ら ん

一言 年配の方から子どもさんまで多くの笑顔に接することができるボランティアです。
活動してみたい方がいらっしゃったらお気軽にお声かけ下さい。

㋵とよやま

6

令和2年7月 社協だより　第148号



とよやま点字友の会

頻度 月１回

人数 ８名

場所 しいの木
内容 広報などの録音や

視覚障がい者との交流

頻度 月に１回

人数 ２名

場所 東部学習等供用施設
内容 おもちゃ修理

頻度 年に４回ほど

人数 ８名

場所 冨士供用施設
内容 いきいきサロン（一人暮らし

高齢者への食事提供）の開催

頻度 月に３回ほど

人数 ８名

場所 しいの木2階
内容 視覚障がい者との交流、広報・

カレンダー・依頼文書の点訳、
福祉実践教室の参加など

頻度 月２回＋不定期

人数 １１名

場所 社教センターや健康・
福祉フェスティバルなど

内容 絵本の読み聞かせ、
手作り人形劇、大型紙芝居、
図書室入口にて季節の工作など

おもちゃの修理を通じて子ども
の笑顔に出会えるボランティア
です！

一　言

一言 見えなくても読める、お手伝いをしています。

音訳サーク ル虹の会ふれあいいきいきサロン冨士

読みきかせグループゆめっ子

一言 地域の皆さまの笑顔のため、32年間活動しています！

おもちゃ病院

一言 音訳に興味のある方を
募集しています。

一言 志水地区の１人暮らし高齢者の
方参加をお待ちしております。

新しいメンバー
随時募集中です！

ボランティアレポート あなたの身近なボランティアを教えてください！ まちには小さなＳＯＳがたくさんあります。
それに対して、あなたが行ったボランティアやしてもらったことを何でもいいので教えてください。

社協ＨＰ ： ボランティアレポートより教えてください！
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心配ごと相談 臨時職員募集

寄　　　付

ホームページがリニューアルしました！

午後1時30分～2時30分
（介護予防・健康体操・レクリエーション）
元気はつらつサロンしいの木元気はつらつサロンしいの木

午後1時30分～3時00分
（認知症予防・認知症相談カフェ）
オレンジカフェしいの木オレンジカフェしいの木

サロン開催日程
 １ (水)・ ８ (水)
１５(水)・２２(水)
２９(水)

 ５ (水)・１２(水)
１９(水)・２６(水)

 ２ (水)・ ９ (水)
１６(水)・２3(水)
３０(水)

 ７ (水)・１４(水)
２１(水)・２８(水)

おお 知知 らら せせ

10月9月8月7月

26(月)28(月)31(月)27(月)

お問合せ 社協 0568－29－0002

ヘルパーステーションしいの木と　き 毎月第３火曜日
午後1時30分～３時 業務内容 訪問介護業務（登録ヘルパー）

採用開始日 随時
勤務時間 午前７時～午後８時の

勤務できる時間　※応相談
時　　給 １,４２５円～
資　　格 介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）
そ の 他 有給休暇、一時金有

デイサービスセンターしいの木
業務内容 利用者送迎業務（運転手）
採用開始日 随時
勤務時間 •午前９時～午前１０時

•午後３時１５分～午後４時１５分
時　　給 １,２００円～（延長１５分ごとに３００円）
資　　格 普通自動車運転免許
そ の 他 有給休暇

ところ 総合福祉センターしいの木
２階 相談室

相談員 民生児童委員

https:www.toyoyama-shakyo.jp

より見やすく・使いやすく
なりました！
活動日記やお知らせなど
随時更新していきます！

●「令和元年度８月佐賀県豪雨災害義援金」
令和２年８月３１日まで

●「平成２８年熊本地震義援金」
●「令和元年台風第１９号災害義援金」
●「令和元年福島県台風第１９号災害義援金」

令和３年３月３１日まで
●「愛媛県豪雨災害義援金」
●「平成３０年７月広島県豪雨災害義援金」

令和３年６月３０日まで

災害義援金

●名古屋ヤクルト販売株式会社
   　・・・・・２,２２３円

ありがとうございました。

社会福祉事業に

役立たせていただきます。

(順不同・敬称略)

（令和２年4月1日～5月３１日受付分まで）

※新型コロナウイルス感染症の影響で規模縮小して開催しております。参加ご希望の方はお問合せください。
※都合により中止になる場合があります
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