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豊山町社会福祉協議会事業報告
令和２年度

豊山町社会福祉協議会事業報告
令和２年度

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実施しました。

共同募金共同募金とよやま社協ウィーク
特別イベント

とよやま社協ウィーク
特別イベント

豊山社協を知ってもらうためパネル展示、
マスコットキャラクター投票などを実施しま
した。最終日には特別イベントとして、中部
盲導犬協会の方をお招きし、盲導犬ふくし
教室を実施しました。

福祉実践教室福祉実践教室

児童・生徒さん向けに福祉への理解、
ボランティアへの関心を促すために
志水小学校と新栄小学校で開催
しましたが、豊山小学校はコロナ
対策と重なり中止となりました。

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「グリンチ」の
上映と福祉体験教室を実施しました。

映画上映会と福祉体験映画上映会と福祉体験

元気はつらつサロン元気はつらつサロン
介護予防やひきこもり
防止を目的に総合福祉
センターしいの木にて
毎週水曜日（年42回）
に開催し、延617名の
方に参加していただき
ました。

コロナに負けるな！
イラストコンテスト
コロナに負けるな！
イラストコンテスト

コロナ禍ゆえ、みなさんに元気になってほし
いという思いで、「コロナに負けるな！」を
テーマにイラストコンテストを実施しました。
たくさんのご応募をいただきました。
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ティア団体さんを紹介します！！

新型コロナウイルス感染症の影響で活動を変更する場合があります。
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）

ティア団体さんを紹介します！！ティア団体さんを紹介します！！

メンバー募集中です！

手話サークル豊友手話サークル豊友音訳サーク ル虹の会音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団豊山町赤十字奉仕団

す ず ら んす ず ら ん

㋵とよやま㋵とよやま

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

一　言

手話サークル豊友

一言

音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団

一言

す ず ら ん

一言

㋵とよやま

令和2年度 豊山町社会福祉協議会  決算報告
117,972,587円（単位：円）収 入

117,972,587円（単位：円）支 出

収  入

支  出

共同募金配分金収入 1,743,199（1％） 作業所収入・日常利用料収入
1,282,470（1％）

会費収入 1,977,300（2％）

障害福祉サービス等事業収入
2,094,904（2％）

前期繰越金
14,933,624（12％）

受託金収入
18,570,650（17％）

その他小計 2,169,843（2％）

その他小計 1,184,916（1％）
寄附金収入 220,098（1％）

経常経費補助金収入
31,300,080（26％）

介護保険事業収入
44,665,346（37％）

生活福祉資金貸付事業 
4,718,452（4％）

相談支援事業
5,409,693（4％）

共同募金配分金事業 1,884,331（2％）地域福祉活動事業
2,674,701（2％）

心身障害者
小規模作業所事業
13,320,396（11％）

ホームヘルプ
サービス事業
20,857,961（17％）

老人デイサービス事業
30,870,889（26％）

法人運営事業
36,066,321（32％）

26%

26%

11%

4%

12%

26%

32%

17%

32%

26%
17%

11%

4%

17% 37%17%

12%

37%
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　社会福祉協議会では、住民の皆様のご芳志による会員制度を設けています。
　社会福祉協議会の事業と役割をご理解していただき、その活動のため財源を提供して
くださる方が会員です。いただいた会費は、地域の福祉活動に役立てております。福祉の
まちづくりに、ご協力をお願いいたします。

一般会員：500円　賛助会員：2,000円　法人会員：3,000円一般会員：500円　賛助会員：2,000円　法人会員：3,000円

1,977,300円

●ボランティア団体への助成
●社協だよりの発行

181円

地域を支え合う担い手づくりのために

●福祉車両貸し出しサービス
●福祉団体への助成
●ふれあい食事会

111円

高齢者のために

●子ども会への助成
●福祉実践教室

108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

100円

地域で困っている人のために

年会費

社協会員制度ってなんだろう？

会費って何に使われているんだろう？

社協会員制度ってなんだろう？

会費って何に使われているんだろう？
令和2年度は、500円玉、約4,000枚分のご協力をいただきました。
会費総額を５００円玉に例えると、つぎのような福祉事業に役立てられます。

一般会費
1,269,300円令和２年度 会費総額 賛助会費

176,000円
法人会費
532,000円

～１コイン（５００円）から始まる地域の絆～
令和３年度 会員募集
～１コイン（５００円）から始まる地域の絆～
令和３年度 会員募集元気はつらつサロンだより

通院送迎サービス

福祉実践教室

ボランティア団体への助成

福祉車両貸し出しサービス
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　５月２６日（水）元気はつらつサロンを開催しました。
サロンは１２名の方にご参加いただき、みなさんで
お花紙を使って壁飾りをつくりました。１枚１枚花びら
を開くのは細かな作業でしたが、みなさんから「楽し
かった」「昔小学校の時につくったことを思い出して
懐かしかった」という声をいただきました。
　元気はつらつサロンでは、体操や音楽を楽しん
だり脳トレをしたり毎回いろいろな内容で開催して
います。参加を希望される方は、ぜひご連絡くだ
さい！

※現在参加者の方を２グループに分け交互に開催しています。
※初めてのかたは予約が必要です。

※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。 
※都合により中止になる場合があります。

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

サロン開催日程

7(水)・14(水)・21(水)・２8(水)
4(水)・18(水)・25(水)
1(水)・15(水)・22(水)・29(水)
6(水)・13(水)・20(水)・27(水)

7 月
8 月
9 月

10月

元気はつらつサロンだより

参加ご希望の方はお問合せください。

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
、し
い
の
木
児
童
セ
ン
タ
ー
と
南
館
ひ
ま
わ
り
児
童
館
は

豊
山
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
町
の
指
定
管
理
者
と
し
て
事
業
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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ティア団体さんを紹介します！！

新型コロナウイルス感染症の影響で活動を変更する場合があります。
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）

ティア団体さんを紹介します！！ティア団体さんを紹介します！！

メンバー募集中です！

手話サークル豊友手話サークル豊友音訳サーク ル虹の会音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団豊山町赤十字奉仕団

す ず ら んす ず ら ん

㋵とよやま㋵とよやま

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

一　言

手話サークル豊友

一言

音訳サーク ル虹の会

豊山町赤十字奉仕団

一言

す ず ら ん

一言

㋵とよやま
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豊山町で活躍されているボラン豊山町で活躍されているボラン豊山町で活躍されているボラン

とよやま点字友の会とよやま点字友の会

音訳サーク ル虹の会音訳サーク ル虹の会

読みきかせグループゆめっ子読みきかせグループゆめっ子

ふれあいいきいきサロン冨士ふれあいいきいきサロン冨士

おもちゃ病院おもちゃ病院
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

一言

音訳サーク ル虹の会

読みきかせグループゆめっ子

一言

一言

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

ふれあいいきいきサロン冨士

一言

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、あなたが行ったことやしてもらったことなど、小さなことでもいいので教えてください。

社協ＨＰ ➡ 「ボランティア」 ➡ 「ボランティアレポート」に記入してください。

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

一　言

おもちゃ病院
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おお 知知 らら せせ

社協だよりに関するお問合せ 社会福祉法人 豊山町社会福祉協議会 0568－29－0002

寄　　　付

善意のご寄付を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)

（令和３年４月１日～６月１日受付分まで）

　ただ今、豊山町共同募金委員会では、下記
の義援金の受付を行っています。
●熊本南豪雨災害義援金

令和４年３月３１日まで
●平成３０年７月豪雨災害義援金
●平成３０年７月豪雨岡山県災害義援金
●平成３０年７月豪雨広島県災害義援金
●愛媛県豪雨災害義援金

令和4年６月30日まで

緊急小口資金・総合支援資金（生活費）
　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お困りの方へ
　緊急小口資金・総合支援資金の申込期間が
令和３年８月３１日までに延期されました。

心配ごと相談
と　き 毎月第３火曜日

午後1時30分～３時
ところ 総合福祉センターしいの木 ２階

相談室
相談員 民生委員・児童委員
※新型コロナウイルスの影響で中止する場合があります。

法 律 相 談

●名古屋ヤクルト販売株式会社様・・・・2,343円
●戸田 久晶様・・・・・・・・・・・・・・・・漫画32点
●匿名の方・・・・・・・・・・木製鉄道おもちゃ

●竹田 愛花様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鉄棒

※予約が必要です。

デイサービスセンターしいの木 介護スタッフ
業務内容 利用者送迎業務及び介護補助

※ワンボックス車の運転(豊山町内)、用務員業務(洗車、給油等)

月　給 150,150円～

休　日 土日・祝日、年末年始
その他 賞与、有給休暇あり、通勤手当支給(2㎞以上)

勤務時間 9：00～17：00
資　格 普通自動車運転免許

職 員 募 集
ヘルパーステーションしいの木 登録ヘルパー
業務内容 訪問介護業務

時　給 1,200円～

その他 事務手当、移動手当、有給休暇、
一時金あり、通勤手当支給(2㎞以上)

勤務時間 7:00～20:00の勤務可能な時間(応相談)

資　格 介護初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)

災害義援金

と　き ７月13日(火) ８月10日(火)
９月14日(火) いずれも10時から

ところ 総合福祉センターしいの木
相談内容 高齢者・障がい者の権利擁護、財産

管理、成年後見等に関すること

弁護士が相談に応じます。（無料）

送迎業務
のみでもOK！

※要相談
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