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福祉お楽しみ交流会・
災害ボランティア立ち上げ
訓練のお知らせ
共同募金だより
各種講座のご案内
よりどころ紹介
福祉奨学金支給・
生活福祉資金貸付制度
のご案内
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主な内容

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。

社協だより

No.119

2020
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瀬戸市社協
マスコットキャラクター
せとっち

7月1日。5歳児。
女の子。
いつもニコニコ。
やさしくて
思いやりがある。
困っている人を放っ
ておけない世話好き。
瀬戸のまちを
おさんぽすること。
たくさんの人から
たくさんの話をきくこと。

私は、瀬戸市社会福祉協議会
のキャラクターで、あっちこっちで

支えあい・助けあいの地域づくりを
お手伝いしたいから、「せとっち」なの。

みんな、よろしくね♪

誕生日

性　別

性　格

　
趣　味

　
特　技



　瀬戸市で大きな災害が起きたことを想定し、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行います。今年度
は、災害が起きた際の困りごとの聞き取りを行うニーズ調査訓練と災害ボランティアセンターを設置し、ボラン
ティアを受け入れる運営訓練を実施します。

被災された方の困りごとや要望を集める
災害ボランティアの受け入れ
災害ボランティアの派遣
災害ボランティアの活動の記録
市災害対策本部との連携　など

　瀬戸市では、災害ボランティアセンター運営役として、災害ボランティアコーディネーターを毎年養成して
おり100名近い登録があります。災害ボランティアコーディネーターの協力を得ながら実施をしていきます。

「往復はがき」に①氏名②住所③電話番号
④年齢⑤車椅子の要・不要⑥障害者手帳の
有無をご記入いただき、お一人様1枚でお申
し込みください。
※3階老人福祉センターでも受け付けます。

日にち：令和2年1月19日（日）
時　間：午前9時～午後4時
場　所：やすらぎ会館

No.1192

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施します。

災害ボランティアセンターの主な役割 災害ボランティアセンターとは??

申込・問い合わせ先 〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  老人福祉センター  ☎84－2011

令和2年2月22日（土）
午前10時～正午（受付：午前9時45分～）
5階  大集会室

演芸会
プロの芸人やボランティア、
老人クラブによる演芸

日　時

場     所

150人（先着順）定     員

令和2年1月10日（金)～24日（金）消印有効申込期間
当選者には2月上旬に入場券をお送り
します。

結     果

申込方法

市内在住の60歳以上または
障害者手帳をお持ちの方

対 象 者

令和2年2月21日（金）・22日（土）
午前10時～午後3時
2階  視聴覚室  他

作品展
やすらぎ会館利用者の
絵画・陶芸・編み物など

日　時

場     所
市民対 象 者

令和2年2月21日（金）
午前10時～午後3時
2階  視聴覚室

体験コーナー編み物

日　時

場     所
50人

会場にて先着順
定     員

申込方法
市民対 象 者

参加
無料

　全国各地からのボランティアを
受け入れ、被災者ニーズ（困りごと
や要望）に合わせてボランティアが
円滑に活動できるように支援する
ための拠点です。

●

●

●

●

●



幡山東小学校3年
尾﨑　美友 幡山東小学校5年

山田　葵璃
幡山東小学校6年
土田　悠愛

水無瀬中学校1年
元永　菜月美

水無瀬中学校2年
黒木　蓮

水無瀬中学校3年
井澤　爽

效範小学校1年
伊藤　早咲

幡山西小学校2年
木野　彩花

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール最優秀賞受賞者
今年度は総数5,346点（書道3,602点・ポスター1,744点）のご応募がありました。
ありがとうございました。

西陵小学校3年
京藤　優希菜

西陵小学校4年
中村　太一

水野中学校1年
服部　芽生

水野中学校2年
溝呂木　萌

祖東中学校3年
加藤　瑠菜

平成30年度法人個人募金大口寄付者名

多額のご寄付ありがとうございました。

●要介護者や障がいの
　ある方などを対象とした各種用品券の支給
●障がい児向けクリスマス会
●市内の福祉施設などへの支援
●福祉奨学金の支給
●地区社協を中心とした地域での福祉活動
   （クリスマス会  など）

令和元年度

共同募金だより

書
道
の
部

ポ
ス
タ
ー
の
部

問い合わせ先 瀬戸市共同募金委員会  ☎84－2011

（敬称略）

（敬称略）

法人・団体で15,000円以上の寄付をいただき、お名前の公表に
ついてご了解いただいた方のみ掲載しております。

（株）マイティミズタニ
水南民生委員児童委員協議会
（株）小西砕石工業所

★
★
★

瀬戸信用金庫
愛知県陶磁器工業協同組合
杉山重工（株）
河鈴窯業（株）

★
★
★
★

歳末たすけあい募金とは
新たな年を迎える時期に、支援
を必要とする方たちが地域で
安心して暮らすことができる
よう支援する募金です。　

幡山中学校2年
宮下　晶

愛知県共同募金会長賞

愛知県共同募金会主催
作品コンクール

愛知県共同募金会主催
作品コンクール

どんなことに

使われているの？



各種講座のご案内

デコ・アクセサリー作り
13月23日（月）
　 午後1時30分～3時30分
21階 第2作業室
g容器をデコレーションしたり
　 身近なものでアクセサリーを作ろう
410人　7300円
52月28日（金）
　 ～3月12日（木）

お弁当作り
13月24日（火）
午前10時～午後1時
25階 栄養実習室
g自分で弁当を作って
　 みんなで食べよう
415人　7300円
52月28日（金）
　 ～3月12日（木）

小学生講座（3年生～6年生）

申込
方法

「往復はがき」またはFAXで①参加者氏名②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）④学年⑤講座名⑥開催日を記入しお申し
込みください。  ※申し込み多数の場合は抽選  ※申込期間内の消印有効

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

申込
方法

入園前の子とその保護者

11月28日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
420組　7無料　
512月27日（金）
　 ～1月14日（火）

作ってあそぼ〈節分編〉

12月25日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
420組　7無料　
51月31日（金）～2月17日（月）

作ってあそぼ
〈ひなまつり編〉

12月15日（土）午前10時～正午
25階 栄養実習室
g手作り味噌に
　 挑戦してみましょう
415組　7500円　
51月15日（水）
　 ～2月5日（水）

親子味噌作り

[往復はがき」またはFAXで①親子の氏名（ふりがな、年齢）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）④講座名⑤開催日を記入し
お申し込みください。※申し込み多数の場合は抽選  ※申込期間内の消印有効

申込
方法

「往復はがき」またはFAXで①参加者氏名②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）④学年⑤講座名⑥開催日を記入しお申し
込みください。  ※申し込み多数の場合は抽選  ※申込期間内の消印有効

3才～小学生の子と保護者

今年はどんな
おにができる
かな。

自分だけのアクセ
サリーを作ったり
お友達とおそろい
の物を作ります。

No.1194

かわいいひな
人形を一緒に
作りましょう。

美味しい手作り
味噌を一から作
ってみませんか。

料理好きの子はもち
ろん、初心者の子で
も大丈夫。ちょっと
した技を教えてもら
いましょう。

12月22日（土）
　 午前10時～正午
25階 栄養実習室
gひなまつりのお菓子
　 （おこしもの）を作りましょう
415組　7300円　
51月31日（金）
　 ～2月13日（木）

親子おこしもの作り

おこしものって
何だろう。親子で
作り方を学んでみ
ましょう。



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。

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

詩吟剣舞和歌などを楽しもう
12月8日（土）午後1時30分～3時
　 （体験は2時30分まで）　
25階 大集会室
4なし　7無料　
協力団体：神叡流吟剣詩舞道尾張地区会

趣味や特技を活かしたボランティアを始めよう！
絵手紙をやってみよう
13月14日（土）午後1時30分～3時
　 （体験は2時30分まで）　
25階 大集会室　4なし　7無料
協力者：絵手紙  個人ボランティア  山内江美子

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

ボランティアセンター　☎84－2011  FAX85－2275  Eメール vc@seto-shakyo.or.jp申し込み・問い合わせ先

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

13月3日（火）午前10時～11時
23階 和集会室
g足元から伝えるからだ
　 あそびと正しい靴の選び方を学ぶ
410組　7無料　
52月14日（金）～2月25日（火）

足育
13月10日（火）午前10時～11時30分
22階 視聴覚室
g自宅でできるヘアーカットや
　 アレンジ方法を学ぶ
410組　7無料　
52月14日（金）
　 ～2月25日（火）

ヘアーカットとアレンジ方法

13月14日(土）午前10時30分～11時30分
25階 大集会室
gプロの劇団むすび座による人形劇を
　 楽しみましょう
4150人　7無料　
5お申込みの必要はあり
　 ません。当日、直接会場
　 にお越しください。

親子お楽しみ会「人形劇」

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

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。
体験を通して、ボランティアを身近に感じてみませんか？ぜひ、お気軽にお越しください！

昨年度はタオルを
使った劇でしたが
今年は何のお話な
のかお楽しみに。

カットする時の
ポイントをマネキン
を使いながら教え
てもらいます。

5

かわいいひな
人形を一緒に
作りましょう。

お子さんの履いている
靴が正しいサイズか
見てもらいます。
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わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

駐車場がないところや材料費・参加費などが必要なところがあります。
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。

ふれあい
15の会

No.4
效範連区のご近所交流サロンの一環として
実施しています。川北町の高齢者が歩いて集
まれる場所として月に一回、五平餅やおこし
ものなどを手づくりで用意したり、おしゃべり
をしたり皆さんで楽しまれています。地域の
皆さんで集会所の花壇や敬老会の看板を作
成するなど、協力し、運営しています。

日時：毎月15日　場所：川北町集会所　代表者：松澤さん

地域支援グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

サロン水南会
No.5

参加する方に楽しんでいただけるよう簡単な
ゲームや体操、おしゃべりの時間を設けてい
ます。また年に２回ほど、自治会館近くにある
水南保育園にて園児と交流をして、ふれあい
を楽しんでいます。参加者からは「毎週参加し
ていることで仲間ができて、楽しい。」という
声が聞かれます。

日時：毎週火曜日/午後1時30分～午後3時　場所：水南自治会館　代表者：加藤さん

No.6
地域の薬屋・花屋さんの一角をお借りして
七夕飾り、腹話術、警察犬訓練の実演などを
実施しました。また、冬季は近くの幼稚園や
保育園で園児とのふれあい交流をしています。
地域のよりどころである「まちの縁側」となる
ことを目指しています。

日時：第3水曜日/午後2時～3時30分　場所：はーばす苗場店、西北松山集会所　代表者：加藤さん

社会福祉協議会では、今年度から支えあい・助けあいの関係づくりのための地域住民が集
える開放的な居場所の推進を図ることを目的として「わがまち　　　　　　プロジェクト」
をスタートしました。こちらでは、毎号、「　　　　　　」を紹介していきます。

さんすい
サロン

No.7
外出する機会をつくりたいという想いから
5年ほど前に立ち上げました。最初は10名
ほどで始めましたが、口コミで年々増えて
います。ピアノ伴奏による歌や体操、オレオレ
詐欺防止の注意啓発など、毎回楽しんで参加
していただけるよう工夫をしています。

日時：第4金曜日/10時～11時　場所：本地自治会館　代表者：柴田さん　参加費：100円

みんなで楽しく
歌いましょう
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総務グループ　☎84－2011問い合わせ先

経済的理由により高等学校などの修学が困難な
生徒を対象に、福祉奨学金を支給します。
対象者に該当する方は申請してください。

対象者
①高等学校かそれに準ずる学校に在学する方 ②市県民税非課税世帯の方
③生活保護世帯ではない方 ④市内に1年以上在住している方

次のすべての要件に該当する方

申請書類及び注意事項

①申請書 社会福祉協議会の窓口で配布します。
またホームページwww.seto-shakyo.or.jp
からダウンロードできます。

申 請 先

瀬戸市社会福祉協議会  
総務グループ

申請期間

令和2年2月3日（月）～2月17日（月）
午前8時30分～午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日を除く
※郵送可（2月17日消印有効）

②住民票 世帯全員分（続柄記載あり）
令和元年6月1日以降のもの

③在学証明書 令和2年1月6日以降のもの
④市県民税非課税証明書
収入のある方全員分、令和元年度分（平成30年分の所得）

⑤振込先口座のわかるものの写し
通帳など、対象者本人名義に限ります

支給金額
年額10,000円

申請方法

福祉奨学金支給のご案内福祉奨学金支給のご案内

低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、必要な資金
貸付を行うことで自立更生を図る貸付制度です。
資金の種類などによって貸付対象世帯や貸付限度額などが
異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

生活福祉資金
貸付制度のご案内
生活福祉資金
貸付制度のご案内

総務グループ　☎84－2011問い合わせ先

失業などによる日常生活上の困難や生活の立て直しのために、一時
的な資金を貸付することで解決・自立できる世帯に対する貸付

総合支援資金

低所得世帯を対象に、高校や大学などへの入学に際し必要な経費及
び修学に必要な経費の貸付教育支援資金

低所得高齢者世帯を対象に、一定の居住用不動産を担保とした生活
資金の貸付

不動産担保型
生活資金

低所得世帯などを対象に、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福
祉用具などの購入経費、住宅の移転・給排水設備の設置に必要な経
費などの貸付福祉

資金

福祉費

低所得世帯を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合の少額費用の貸付

緊急
小口資金

資金の種類 資金の目的

〒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 〒489-0919  瀬戸市川端町1－31（やすらぎ会館内）☎（0561）84－2011  FAX（0561）85－2275
 Eメール 社会福祉協議会事務局/info@seto-shakyo.or.jp ボランティアセンター/vc@seto-shakyo.or.jp

寄付
金のご報告

名古屋ヤクルト販売株式会社  様
NPO法人海上の森の会  様
シーキューブ株式会社  様
長根第一・第二クラブ  様
小梁川京子  様

その他、匿名希望の方（3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。 

8月

9月
10月

No.1198

日本国内でのボランティア活動中のケガや
賠償責任を補償します ボランティア活動保険
ボランティア活動中、ボランティア自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を
壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償します。

活動場所と自宅との往復途上の事故も補償
熱中症（日射病・熱射病）による傷害も補償
地震など天災によるケガも補償
(天災タイプご加入の場合）

※各プランの補償金額、補償内容などの詳細は、専用のパンフレットを
　ご用意しておりますので、お問い合わせください。
　その他下記の保険もございます。

地域福祉活動の一環としてボランティア活動に関する各種行事に
おける主催者および参加者のケガや賠償責任を補償します。

年間
保険料特　徴

タイプA 円250
タイプB 円300
タイプC 円350
（天災タイプもあります）ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険

ボランティアセンター  ☎84－2011
問い合わせ先

間違い探し：サンタのお餅つき 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7つあります。解答は絵の下にあります。

1.サンタのメガネがありません。2.おもちが1個たりません。3.サンタの右手の手袋の色が違います。4.左上のプレゼントの袋が1つ多いです。
5.テーブルの脚が一本ないです。6.ねずみのヒゲがありません。7.ベルトのバックルの色が違います。


