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令和３年度

福祉実践教室福祉実践教室

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。

元気はつらつサロン開催元気はつらつサロン開催

高齢者のひきこもり防止や介護
予防を目的に、総合福祉センター
しいの木において週１回（年40回）
開催し、延687名の方に参加して
いただきました。

　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様および、西友 豊山店様）
の店頭をお借りして実施しました。

　社協を知ってもらうため紹介パネル
や赤い羽根作品コンクール展示をしま
した。また、特別イベントとして豊山町
福祉課企画のシドニーパラリンピック
男子車いすバスケ日本代表選手の
講話と、社協企画のお笑い芸人による
漫才と健康体操を行いました。

　映画「ロラックスおじさんの秘密の
種」の上映と視覚障害をテーマにした
福祉体験教室を開催しました。

　コロナウイルス感染防止
のため食事会は行わず、
代替イベントとして、中北
薬品株式会社様、名古屋ヤ
クルト販売株式会社様から
ご協力をいただき講話会を
実施しました。

とよやま社協ウィーク特別イベント

映画上映会と福祉体験 共 同 募 金

ふれあい食事会（代替イベント）

とよやま社協ウィーク特別イベント

映画上映会と福祉体験 共 同 募 金

ふれあい食事会（代替イベント）　令和４年3月4日
（金）に社会教育セン
ターのホールで成年
後見センター講演会
「漫談で学ぼう後見
制度」を開催しま

した。町民や関係者の方など57名に
ご参加いただきました。

成年後見センター講演会成年後見センター講演会

頻度 月４～５回 人数 １３名
場所 東部学習等供用施設

内　容

一言

ボランティアレポート

いずれのボランティア団体さんもメンバー募集中です！

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。

　５月１０日（火）しいの木において総会が開催され、令和３年度の活動報告、決算及び令和４年度の事業
計画、予算についての議案を審議し全員賛成で可決しました。
　また、総会後には日本赤十字社愛知県支部の菊池様より、「コロナ禍の赤十字奉仕団の活動」について
の講演をいただき、他の奉仕団のコロナ禍での先駆的な取り組みを学ぶことができました。
　赤十字奉仕団は、防災訓練や救急法普及などの災害救護活動を主に、健康・福祉フェスティバルや街頭
募金などの福祉活動まで幅広く活動しております。近年は長く勤めてくださった先輩団員の退団が続き、
団員減少が深刻な問題となっています。新たな豊山町赤十字奉仕団を一緒につくりあげてくださる方を
募集しています。興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。

福祉団体報告　豊山町赤十字奉仕団（岡島　薫 委員長）

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。

手話サークル豊友手話サークル豊友

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 １０名
場所 福祉施設や学校等

内　容

一言

す ず ら んす ず ら ん

福祉施設での
お手伝い等、
行事ボランティア

頻度 不定期 人数 ４２名
場所 町内

内　容

一言

豊山町赤十字奉仕団豊山町赤十字奉仕団

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

頻度 敬老会等 人数 ２名
場所 社会教育センターホール

内　容

一言

㋵とよやま㋵とよやま

OHPによる要約
筆記

頻度 コロナのため休止中 人数 ８名
場所 冨士学習等供用施設

内　容

一言

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

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２回＋不定期 人数 １１名
場所 冨士学習等供用施設

内　容

一言

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

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

頻度 月に３回ほど 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 点字室

内　容

一言

とよやま点字友の会とよやま点字友の会

視覚障がい者と
の交流、広報・
カレンダー・福祉
実践教室の参加
など

頻度 月１回 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 ボランティアセンター

内　容

一言

音訳サークル虹の会音訳サークル虹の会

広報などの録音
や視覚障がい者
との交流

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。
興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。（☎２９－０００２）
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令和3年度 豊山町社会福祉協議会  決算報告
208,941,358円（単位：円）収 入

208,941,358円（単位：円）支 出

収  入

支  出

会費収入
1,937,000（0.9％）

共同募金配分金収入
1,731,192（0.8％）

作業所収入・日常利用料収入 1,105,573（0.6％）

障害福祉サービス等
事業収入
2,993,878（1.5％）

受託金収入
14,556,841（7％）

その他の収入
3,947,042（1.9％）

寄附金収入 326,279（0.3％）

指定管理料収入
73,658,000（35％）

繰越金収入 25,410,062（12％）

補助金収入
37,841,287（18％）

介護保険事業収入
45,434,204（22％）

地域福祉活動事業
12,803,567（6％）

障害者相談支援事業
4,635,486（2％）

成年後見センター事業
6,045,953（3％）

繰越金
26,639,042（13％）

指定管理事業
67,238,276（32％）

介護保険事業
48,853,148（23％）

法人運営事業
42,725,886（21％）

頻度 月４～５回 人数 １３名
場所 東部学習等供用施設

内　容

一言

ボランティアレポート

いずれのボランティア団体さんもメンバー募集中です！

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。

　５月１０日（火）しいの木において総会が開催され、令和３年度の活動報告、決算及び令和４年度の事業
計画、予算についての議案を審議し全員賛成で可決しました。
　また、総会後には日本赤十字社愛知県支部の菊池様より、「コロナ禍の赤十字奉仕団の活動」について
の講演をいただき、他の奉仕団のコロナ禍での先駆的な取り組みを学ぶことができました。
　赤十字奉仕団は、防災訓練や救急法普及などの災害救護活動を主に、健康・福祉フェスティバルや街頭
募金などの福祉活動まで幅広く活動しております。近年は長く勤めてくださった先輩団員の退団が続き、
団員減少が深刻な問題となっています。新たな豊山町赤十字奉仕団を一緒につくりあげてくださる方を
募集しています。興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。

福祉団体報告　豊山町赤十字奉仕団（岡島　薫 委員長）

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。

手話サークル豊友手話サークル豊友

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 １０名
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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

いきいきサロン
（一人暮らし高齢
者への食事提供）
の開催
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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

絵本の読み聞か
せ、手作り人形
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図書室入口にて
季節の工作など

頻度 月に３回ほど 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 点字室
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実践教室の参加
など

頻度 月１回 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 ボランティアセンター

内　容

一言

音訳サークル虹の会音訳サークル虹の会

広報などの録音
や視覚障がい者
との交流

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。
興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。（☎２９－０００２）
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～１コイン（５００円）から始まる地域の絆～

令和4年度  社協会員募集

　社会福祉協議会では、住民主体の組織として会員制度を設けて
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
のための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られております。
　福祉のまちづくりに、ご協力をお願いいたします。

●とよやま社協ウィーク
●ボランティア団体への助成
●社協だよりの発行

248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
●福祉車両の貸し出し
●福祉団体への助成

104円

高齢者のために

●子ども会への助成
●福祉実践教室

78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

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3年度 会費総額　1,937,000円

～１コイン（５００円）から始まる地域の絆～

令和4年度  社協会員募集
～１コイン（５００円）から始まる地域の絆～

令和4年度  社協会員募集

（一般会費1,210,000円　賛助会費178,000円　法人会費549,000円）

　いただいた会費は、様々な福祉事業の財源となっています。
会費総額を５００円玉に例えると、つぎのように使われます。

一般会員：1口 500円　賛助会員：1口 2,000円　法人会員：1口 3,000円一般会員：1口 500円　賛助会員：1口 2,000円　法人会員：1口 3,000円年会費
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①サービス提供責任者
業務内容 サービス提供に関する調整等
勤務時間 ８：３０～１７：１５
月　　給 １９２,００２円～
休　　日 土・日・祝日、年末年始
資　　格 介護福祉士
そ の 他 有給休暇、昇給、賞与あり、残業手当、

通勤手当支給（2㎞以上）

②常勤ヘルパー　
業務内容 訪問介護業務及び事務業務
勤務時間 ８：３０～１７：１５
月　　給 １６７,０５６円～
休　　日 土・日・祝日、年末年始
資　　格 介護職員初任者研修終了者（旧ヘルパー２級）
そ の 他 有給休暇、昇給、賞与あり、残業手当、

通勤手当支給（2㎞以上）

ヘルパーステーションしいの木

ご自分のペースで働ける登録ヘルパーも募集中です！！

集募員職用雇規正非

　５月19日（木）に総合福祉センター南館ひまわりにて
「バルコニーで遊ぼう（しゃぼん玉）」を開催しました。
　当日は天気にも恵まれ、たくさんの親子がしゃぼん玉
を作ったり、水を撒いたバルコニーをはだしで歩いたりし
楽しく遊びました。
　次回は7月5日（火）午前10時30分から「バルコニーで
遊ぼう（水あそび）」を行います。ひまわり児童館にぜひ
お越しください。

児童館トピックス児童館トピックス児童館トピックス
ふくっしぃーカフェ
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頻度 月４～５回 人数 １３名
場所 東部学習等供用施設

内　容

一言

ボランティアレポート

いずれのボランティア団体さんもメンバー募集中です！

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。

　５月１０日（火）しいの木において総会が開催され、令和３年度の活動報告、決算及び令和４年度の事業
計画、予算についての議案を審議し全員賛成で可決しました。
　また、総会後には日本赤十字社愛知県支部の菊池様より、「コロナ禍の赤十字奉仕団の活動」について
の講演をいただき、他の奉仕団のコロナ禍での先駆的な取り組みを学ぶことができました。
　赤十字奉仕団は、防災訓練や救急法普及などの災害救護活動を主に、健康・福祉フェスティバルや街頭
募金などの福祉活動まで幅広く活動しております。近年は長く勤めてくださった先輩団員の退団が続き、
団員減少が深刻な問題となっています。新たな豊山町赤十字奉仕団を一緒につくりあげてくださる方を
募集しています。興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。

福祉団体報告　豊山町赤十字奉仕団（岡島　薫 委員長）

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。

手話サークル豊友手話サークル豊友

聴覚障がい者と
交流、手話学習、
地域の行事参加
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お手伝い等、
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場所 町内
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豊山町赤十字奉仕団豊山町赤十字奉仕団

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

頻度 敬老会等 人数 ２名
場所 社会教育センターホール

内　容

一言

㋵とよやま㋵とよやま

OHPによる要約
筆記
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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
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者への食事提供）
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内　容

一言

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

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

頻度 月に３回ほど 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 点字室

内　容

一言

とよやま点字友の会とよやま点字友の会

視覚障がい者と
の交流、広報・
カレンダー・福祉
実践教室の参加
など

頻度 月１回 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 ボランティアセンター
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一言

音訳サークル虹の会音訳サークル虹の会

広報などの録音
や視覚障がい者
との交流

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。
興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。（☎２９－０００２）

6

令和4年7月 社協だより　第156号



頻度 月４～５回 人数 １３名
場所 東部学習等供用施設

内　容

一言

ボランティアレポート

いずれのボランティア団体さんもメンバー募集中です！

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。

　５月１０日（火）しいの木において総会が開催され、令和３年度の活動報告、決算及び令和４年度の事業
計画、予算についての議案を審議し全員賛成で可決しました。
　また、総会後には日本赤十字社愛知県支部の菊池様より、「コロナ禍の赤十字奉仕団の活動」について
の講演をいただき、他の奉仕団のコロナ禍での先駆的な取り組みを学ぶことができました。
　赤十字奉仕団は、防災訓練や救急法普及などの災害救護活動を主に、健康・福祉フェスティバルや街頭
募金などの福祉活動まで幅広く活動しております。近年は長く勤めてくださった先輩団員の退団が続き、
団員減少が深刻な問題となっています。新たな豊山町赤十字奉仕団を一緒につくりあげてくださる方を
募集しています。興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。

福祉団体報告　豊山町赤十字奉仕団（岡島　薫 委員長）

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。

手話サークル豊友手話サークル豊友

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 １０名
場所 福祉施設や学校等

内　容

一言

す ず ら んす ず ら ん

福祉施設での
お手伝い等、
行事ボランティア

頻度 不定期 人数 ４２名
場所 町内

内　容

一言

豊山町赤十字奉仕団豊山町赤十字奉仕団

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

頻度 敬老会等 人数 ２名
場所 社会教育センターホール

内　容

一言

㋵とよやま㋵とよやま

OHPによる要約
筆記

頻度 コロナのため休止中 人数 ８名
場所 冨士学習等供用施設

内　容

一言

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

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２回＋不定期 人数 １１名
場所 冨士学習等供用施設

内　容

一言

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

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

頻度 月に３回ほど 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 点字室

内　容

一言

とよやま点字友の会とよやま点字友の会

視覚障がい者と
の交流、広報・
カレンダー・福祉
実践教室の参加
など

頻度 月１回 人数 ６名
場所 総合福祉センターしいの木 2階 ボランティアセンター

内　容

一言

音訳サークル虹の会音訳サークル虹の会

広報などの録音
や視覚障がい者
との交流

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。
興味・関心のおありの方は社会福祉協議会までご連絡ください。（☎２９－０００２）
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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

※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。

災害義援金

善 意 の ご 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。

（令和4年４月１6日～６月１5日受付分まで）（順不同）

　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。
●熊本県南豪雨災害義援金

令和4年9月30日まで

　総合福祉センターしいの木にて、ふくっしぃーオリジナ
ルトートバックを販売しています！（1点 550円）
　コットンを使用しているためとても肌触りが良く、肩掛け
も可能です。ちょっとしたお買い物などにいかがですか。

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

緊急小口資金・総合支援資金（生活費）の実施について

●古裂美術工房様・・・・・・・・・着物141点
●浅井恵子様・・・・・・・・・・・・・・・・テレビ1台
●安田都子様・・・・・・・・・ブロックおもちゃ
●名古屋ヤクルト販売株式会社様・・・小切手2,343円
●匿名様・・・・・・・・・・・・・・・・レゴおもちゃ等

オレンジカフェしいの木はコロナウイルス感染症拡大防止のため、中止しております。

法律相談（成年後見関連）

※当成年後見センターに事前にご相談ください。

弁護士が相談に応じます。（無料）
と　き 7/12(火)、8/9(火)、9/13(火)

午前10時～12時
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

管理など成年後見に関すること

●緊急小口資金・総合支援資金の申込期間が
令和4年８月３１日までとなりました。

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

（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 7月

8月

9月時  間 午後1時30分～2時30分

7/6（水）・7/13（水）・7/20（水）・7/27（水）

8/3（水）・8/17（水）・8/24（水）・8/31（水）

9/14（水）・9/21（水）・9/28（水）

ふくっしぃー
オリジナルトートバック販売中！

ふくっしぃー
オリジナルトートバック販売中！

表面 裏面表面 裏面
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