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共同募金だより
歳末たすけあい募金
配分事業のご案内
各種講座のご案内
H30年度事業報告・決算
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令和元年11月30日（土）
午前9時30分～午後3時30分

やすらぎ会館  全館
（4階を除く）

主催：瀬戸市ボランティア連絡協議会
　　  瀬戸市社会福祉協議会

日時

場所

この広報誌は　 共同募金の配分金により作成
されています。

寄付
金のご報告
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誰でも参加できます。
みなさん遊びに来てね。

5月　近藤広之  様
　  　名古屋ヤクルト販売株式会社  様
7月　瀬戸市囲碁連盟  様
その他、匿名希望の方（2件）からもご寄付を
いただきました。 
ありがとうございました。 

マジックショー

社協だより
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ふくしボランティアフェスティバルふくしボランティアフェスティバル
～いこまい・やろまい・きてみん祭～

手づくり即売会、ステージ発表、迷路、共同募金ガチャガチャ、
社会福祉協議会マスコットキャラクター紹介、
よりどころ紹介、ビンゴ大会
　マジックショー、ボランティア体験、将棋 など
　レクリエーション・スポーツ体験、防災体験
（カローリング、ボッチャ、クロリティー）
やすらぎ地域活動支援センター作品展・活動紹介
　折り紙体験、フードドライブ、
お手軽教室（介護予防など）、受付

ボランティアセンター　☎84－2011問い合わせ先

5階

3階

2階

1階

ボランティア体験コーナー

手づくり即売会

ステージ発表

わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

私たちの集まりは「　　　　　　」になるの？私も「　　　　　　」をやってみたい!！参加してみたい!！という
方は社会福祉協議会までご連絡ください。

瀬戸市社会福祉協議会

ハッピーワン
No.1

高齢者の憩いの場所となるようにと毎日
開催しています。囲碁をしたり、麻雀をした
り、おしゃべりをしたりと男性も女性も、思い
思いの時間を過ごしています。
囲碁や麻雀を始めたばかりの方でもお互い
に教え合いながら楽しんでいます。

日時：毎日午前10時～午後5時　場所：西寺山町　代表者：松本さん

瀬戸市社会福祉協議会

さつき台
3丁目親睦会

No.2
東日本大震災をきっかけにご近所同士で
連絡がとれる関係づくりを目指しています。
スリッパやコップを各自で持参し、多い時に
は30名ほど集まります。時折、講師やボラン
ティアさんを依頼し、学びの時間とします。

日にち：月1回　場所：さつき台　代表者：白濱さん

地域支援グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

瀬戸市社会福祉協議会

とんとん
サロン

No.3
やすらぎ地域包括支援センターと共にス
タートしたサロンで、現在は地域住民の方が
中心となって、運営しています。アコーディ
オンの得意な参加者の演奏に合わせて歌を
歌ったり、出前講座などを活用して講話や
体操などを行っています。

日時：第3木曜日午後1時30分～3時30分　場所：シルバー人材センター2F　代表者：中根さん

社会福祉協議会では、今年度から支えあい・助けあえる関係づくりのために地域住民が集える開放的な居場所
「わがまち　　　　　　プロジェクト」をスタートしました。毎号認定された「　　　　　　」を紹介します。

ビンゴ大会



歳末たすけあい募金配分事業のご案内
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みなさまの優しさが共同募金を支えています。　　　　　　　　　
本当にありがとうございました。　

共同募金だより

赤 い 羽 根 募 金：12,531,598円
歳末たすけあい募金：  6,991,281円

問い合わせ先

申請先

共同募金委員会　☎84－2011
問い合わせ先 事業グループ　☎84－2011

〒489-0919  瀬戸市川端町1-31（やすらぎ会館内）瀬戸市社会福祉協議会  総務グループ  ☎84-2011

みなさんから集められた募金は次のような活動に使われます。

※共同募金は強制ではありません。募金の趣旨にご理解をいただき、ご協力をお願いいたします。
※共同募金委員会では、助成先や使途をあらかじめ計画し、目標額を定めています。

歳末たすけあい募金配分事業として、2,000円相当の各種用品券を支給いたします。
対象者に該当する方は、申請書に確認書類を添えて申請してください。

今年もご家庭・学校・職場・店舗・街頭
などで募金活動を行います。

みなさまのご理解とご支援をお願いいたします。

住み慣れた町の中で安心して暮らしていくための活動を支援しています。

福
祉
ク
リ
ス
マ
ス
会

日　時　12月14日（土）午前10時30分～正午
場　所　５階  大集会室
対象者　18歳未満の障がい児とその家族 
内　容　歌・ハンドベル・サンタからのプレゼントなど

今年も
サンタさんが
やってくるよ～

☆この行事は歳末たすけあい募金の
　配分金により開催されています。

たのしい時間を過ごしましょう★

対象者

介護保険要介護4・5の方

介護保険被保険者証確認
書類

用品券

申請方法

2,000円相当 種類（いずれか1種類）

※用品券は年末年始（12月1日～1月31日）の2か月間で利用できます。

①申請書
②確認書類

※郵送（10月31日消印有効）または代行申請の場合
　氏名・生年月日・住所・有効期間・介護度や障害等級が
　わかるように確認書類のコピーを添付してください。

介護用品券 図書カード本会指定の薬店・薬局で利用できる介護用品券

タクシー券 名古屋タクシー協会瀬戸旭タクシー部会
加盟業者で利用できるタクシー券
※介護タクシーなどの利用はできません。

シルバー人材センターサービス提供券
屋内清掃、屋外清掃、買い物、縫い物など
※作業時間は約2時間です。

身体障害者手帳1・2級の方

身体障害者手帳
確認
書類

療育手帳Ａ判定の方

療育手帳確認
書類

母子・父子家庭等の
18歳未満の子

精神保健福祉手帳1・2級の方

精神保健福祉手帳確認
書類

今年も10月1日から赤い羽根共同募金が全国一斉に始まります。

平成30年度は19,522,879円のご協力をいただきました。

母子・父子家庭等医療費
受給者証

※生活保護世帯は、生活保護証
　対象者が、子ども医療費受給者証
　の場合は、保護者の医療受給者証
　があわせて必要となります。

必要書類

申請期間

申請書配布場所

10月1日（火）から10月31日（木）まで（土・日曜日、祝日を除く）

やすらぎ会館、市役所（高齢者福祉課・社会福祉課・こども未来課・国保年金課）、
支所、市民サービスセンター、地域包括支援センター

※社会福祉協議会ホームページ（www.seto-shakyo.or.jp）からもダウンロードできます。

わがまち「よりどころ」
プロジェクト

（身近な地域の居場所への支援）

子育てサロン
（乳幼児とその保護者）
地域で子育ての支援を

しています

ふくしボランティア
フェスティバルや
社会福祉大会の

開催

福祉奨学金
就学の支援を
しています

福祉実践教室や
こどもふくし体験
きゃらばんの開催

歩いて通える「よりどころ」の支援
をしています　　　

法律相談・心配ごと
相談の実施（無料）民間保育所の

園児の支援 など
おもちゃや絵本など
園児たちの健やかな
成長を支援して
います

障がい者の
方への支援 福祉推進の

ために…
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各種講座のご案内

親子ヨガ2日間コース
1①10月30日（水）②11月6日（水）
　 午前10時30分～11時30分
25階 大集会室
gヨガで親子の心と体を癒す
3入園前の子と保護者　415組（託児なし）　
7無料　510月1日（火）～10月18日（金）

陶芸
111月8日（金）午前10時～正午
21階 第1作業室（託児：おもちゃ図書館）
g土に触れ作陶する
3入園前の子と保護者　415組（託児あり）　
71組500円　510月15日（火）～10月28日（月）

申し込みの必要はありません。当日、直接会場にお越しください。 ボランティアセンター　☎84－2011  FAX85－2275  Eメール vc@seto-shakyo.or.jp問い合わせ先

プレイルーム　〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  ☎84－2011  FAX85－2275申し込み・問い合わせ先

書道（6日間コース）
1①10月16日（水）②10月23日（水）
　 ③10月30日（水）④11月  6日（水）
 　⑤11月13日（水）⑥11月20日（水）
　 ※変更になる場合もあります。
　 午前10時～正午
23階 相談室　
48人　7無料
510月1日（火）～10月7日（月）
※各自習字道具一式をご持参ください

おりがみを楽しもう
110月19日（土） 午後1時30分～3時
22階 視聴覚室
4なし　7無料
協力団体：ボランティアコーディネーター

災害を身近に感じてみよう
112月7日（土） 午後1時30分～3時
25階 大集会室
4なし　7無料
協力団体：災害救援
　　　　  ボランティアせと

おりがみを楽しもう
111月30日(土)
　 午前9時30分～午後3時30分
21階 ロビー　4なし　7無料
協力団体：ボランティアコーディネーター

陶芸（6日間コース）
1①12月13日（金）②12月20日（金）
　 ③1月10日（金）④1月17日（金）
　 ⑤1月24日（金）⑥1月31日（金）
　 ※変更になる場合もあります。
　 午前10時～正午
21階 第1作業室　410人
7材料代600円
511月15日（金）～11月25日（月）

パソコン（6日間コース）
1①11月  5日（火）②11月12日（火）
　 ③11月19日（火）④11月26日（火）
　 ⑤12月  3日（火）⑥12月10日（火）
　 ※変更になる場合もあります。
　 午前9時30分～11時30分
21階 第2作業室　
410人　7無料
510月15日（火）～10月21日（月）
※各自ノートパソコンをご持参ください

60歳以上、または障害者手帳をお持ちの方 障がいの程度により、介護者の付き添いをお願いすることがあります。

ほのぼのボランティアサロン（ボランティア相談も行っています）

申込
方法

申込
方法

往復はがきかFAXで①氏名（ふりがな）②住所③電話と受信可能なFAX番号④年齢⑤教室名⑥障がいの種類⑦車椅子の有無を記入し、
お申し込みください。※申込多数の場合は抽選（未受講の方を優先とします） ※申込期間内の消印有効

事業グループ　〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  ☎84－2011  FAX85－2275申し込み・問い合わせ先申込
方法

ベビーマッサージ
111月5日（火）午前10時30分～11時30分
25階 看護指導室
g赤ちゃんへのマッサージ方法を学ぶ
3生後2か月～6か月までの乳児と保護者
410組（託児なし）　7無料
510月15日（火）～10月28日（月）

1開催日時　2場所　g内容　3対象者　4定員　7費用　5申込期間

入園前の子とその保護者の方

1毎週木曜日 （12/19～1/2は休み）
　 午前10時30分～11時15分
23階 和集会室
g親子で歌・手遊び・読み聞かせ・ 体操など
3入園前の子と保護者
4なし　7無料　5なし

みんなであそぼ

往復はがきかFAXで①親子の氏名（子のふりがな、年齢や月齢）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）④講座名⑤託児付きの
講座は希望の有無を記入しお申し込みください。※申込多数の場合は抽選  ※申込期間内の消印有効

託児がついている
講座です。お母さん
だけの時間を楽し
みませんか。

クリスマスに関する
作品を作ります。
親子で協力して
完成させよう。

作ってあそぼ 112月3日（火）午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
gクリスマスに関する作品を作る
32歳以上の子と保護者
420組（託児なし）　7無料
511月15日（金）～11月25日（月）

初心者向け教室

ボランティアに関心のある方、ボランティア活動で悩んでいる方など対象。

子どもたちはお母さんの
おなかの上に乗って楽し
そうな様子。
お母さんはヨガのポーズ
　でリラックス。

同じ月齢の子を育て
るお母さんたちが集
まります。赤ちゃんを
マッサージしながら、
友達を作りませんか。

お手本を参考に、
みなさん真剣
です。

基本を習ったら、
それぞれ希望の作品
を制作します。

機種が違っても
親切丁寧に教え
ます。

直接会場に
お越しくだ
さい。

新聞紙でスリッパ
を作るなど、身近
なもので災害時
に役立つ情報を
身に付けます。

ふくし
ボランティア
フェスティバル内
にて開催



　瀬戸市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、
平成29年度に「地域福祉活動計画」を策定し、地域福祉課題解決のため
4つの重点施策を掲げ、実施初年度となる平成30年度は
「地域の居場所推進事業」を核として事業を展開しました。「地域の居場所推進事業」

平成30年度
事業報告・決算

①誰もが集える居場所づくり
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　地域のコミュニティを維持することができるよ
うに、身近な地域で誰もが集まることができる居
場所づくり「地域の居場所推進事業」(わがまち
「よりどころ」プロジェクト)の準備を進めました。

　瀬戸市で災害が起こった場合には、やすらぎ
会館（瀬戸市福祉保健センター）に災害ボラン
ティアセンターが設置されます。
　災害ボランティアセンターは、全国各地から
のボランティアを受け入れ、被災者のニーズ
（要望、困りごと）に合わせてボランティアを紹
介するなどの調整を行い、ボランティアが円滑
に活動できるように支援するための拠点です。

②地域で活躍できる支えあいの人づくり
　各種ボランティア養成講座や災害ボラン
ティアセンター立ち上げ訓練の実施、高齢者の
困りごとに対する支援の担い手を養成する「元
気高齢者サポーター養成講座」を行いました。

③相談できる・つながる仕組みづくり
　地域担当者が各種団体の会議へ参加し、サロ
ンなどにおける「ふくし出前講座」を通じて地域
と積極的に関わり、地域住民間のつながりから
得られる様々な困りごと情報を明らかにし、支
えあうことへの支援及び専門機関や行政への相
談へつながる仕組みづくりを進めました。

④支えあいの心をはぐくむ環境づくり
　「福祉実践教室」、「ふくし出前講座」、「こども
ふくし体験きゃらばん」などを開催し、子どもか
ら大人まで幅広い世代に対し福祉に接する機会
をつくり、支えあいの心をはぐくむ環境づくりを
進めました。また、障がい者が活躍できる機会や
地域住民とふれあう機会をつくるなど、障がいへ
の理解を深める機会づくりを進めました。

●やすらぎ会館の管理・経営　利用者数(102,230人)
●老人・身体障害者福祉センター運営
　各種教室(527人)　送迎バス(3,083人)　
　福祉夏まつり(1,640人)　福祉お楽しみ交流会(743人)
●プレイルームの運営　利用者数(32,213人)
●やすらぎ地域包括支援センター
　地域はつらつ講座(6回)　総合相談(処遇困難事例)(19件)
　高齢者実態把握(235件)　認知症初期集中支援(39件)
●基幹型地域包括支援センター
　相談延件数(1,423件)　認知症相談(127件)
　研修・講座開催(13回)　認知症カフェ開催(21回)
●生活支援コーディネーター配置業務
　資源把握及び開発、ネットワーク構築など(612件)

●訪問介護、第1号訪問事業介護予防訪問サービス・
　生活支援訪問サービス事業（5,761回）
●居宅介護支援事業(1,088件)
●介護予防支援事業（1,693件）
●障害福祉サービス居宅介護事業(94回)
●地域生活支援事業(1,653人)

重点事業重点施策 重点事業重点施策

資金収支計算書資金収支計算書

受託事業

介護保険・障がい者総合支援

福祉のまちづくりのために
●
地
区
社
協(

18
地
区)

活
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事　業　名 地区数
18
18
17
14全地域

推進事業

主な事業

8
配食サービス 3
広報紙発行 15
地域懇談会

敬老事業
歳末たすけあい配分事業
ふれあい会食
いきいきサロン(高齢者、障がい者)
子育てサロン

3

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

11,145,000
勘定科目 決算額／円

30,485,165
50,985,351
195,288,445

160,000
171,665

40,191,795
8,675,138
1,564,942
163,830
3,480,000
12,381,788

法人運営事業
瀬戸市福祉保健センター事業
助成事業
福祉奨学金支給事業
共同募金配分事業
ボランティアセンター活動事業
資金貸付事業
日常生活自立支援事業
相談事業
福祉基金運営事業
やすらぎ居宅介護等事業
やすらぎ介護支援事業
地域活動支援センター事業
やすらぎ地域包括支援センター事業
介護保険訪問調査事業

サービス区分
78,082,971
96,492,524
21,383,765
2,201,000
14,121,277
2,689,999
1,270,000
5,573,060
1,346,657
28,757,276
18,712,487
13,591,991
10,043,316
36,455,117
27,459,792
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会費収入
当期資金収支差額合計

収入決算額
支出決算額

354,693,119
358,181,232
-3,488,113

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練のお知らせ

みなさん、災害ボランティアセンターを知っていますか？

災害時のボランティアセンター運営のために災害
ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施します。

日にち：令和2年1月19日（日）

【過去の立ち上げ訓練の様子】

詳細については
社会福祉協議会の
ホームページと次号の
社協だよりにて
お知らせします。

ボランティアセンター　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

相談・介護グループ　☎84－2952問い合わせ先

ボランティアさんの紹介
「ボランティア連絡協議会」の紹介です。

ボランティアに興味のある方、活動に参加してみたい方、ぜひ、ご相談ください。

　ボランティアセンターに登録されている団体の横の
つながりを深め、より良いボランティア活動ができる
よう連絡調整・啓発など様々な活動を行っています。

ボランティア団体から
選出されたみなさんで
構成されています。

間違い探し：秋の運動会！ 左側の絵を見て右側の間違いを探してください。
間違いは 9 つあります。 解答は絵の下にあります。

1.真ん中の子の靴底のパターンが違う。2.真ん中の子の靴のラインの色と本数が違う。3.真ん中の子の指の形が違う4.左の子のゼッケンの色が違う。
５.左の子の靴の色が違う。6.右の子の靴下の色が違う。7.右の子の足にばんそうこうが。8.右の子のはちまきの色が違う。9.雲がひとつ多い

決算額（内部取引消去後）／円

※事業報告・決算の内容については、社会福祉協議会の事務所で閲覧できますので、お申し出ください。

介護保険認定調査員募集中
詳細は社会福祉協議会のホームページか直接お電話にてご確認ください。
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