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よりどころ紹介
社会福祉協議会「会員募集」
のご案内
各種講座のご案内
老人福祉センターのご案内
やすらぎ地域活動支援センター 
利用者募集
共同募金だより
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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
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「 　　　　　　」
  ってなぁに？

悩みごとや困りごとなど、気軽に相談し、
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（オープン）
な居場所です。
　「そこに行けばだれかに会える」　
　そんな居場所をつくってみませんか？

あなたも「　　　　　　 」はじめてみませんか。

地域の居場所が広がっています
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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。

にっこりカフェ
No.8

会場が地域の中心部にあり、各団体の連携に
より運営しています。男性の参加者も多く
「カフェで友達ができた」と楽しそうに話され
る方もいらっしゃいます。地域内の小学生や
保育園児、幼稚園児との交流の時間も大変喜
ばれています。

地域支援グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

No.9
近隣の友達の輪を広げたいと思い、小物作り
をしながら、楽しいひと時を過ごす仲間を
募っています。現在は口コミで広がった仲
間が20名程になります。押し花でキーホル
ダーやコースターを作ったり、その後のお茶
タイムで、おしゃべりを楽しんでいます。

日時：第2月曜日/午前9時30分～12時　場所：本地南部集会所　代表者：中條さん　参加費：約500円程度

No.10
高齢者がいきいきと元気に生活していくため、
クロリティーを通じて、おしゃべりや交流を
しようという目的で始まりました。道泉シニア
クラブの部会の一つではありますが、どなた
でも参加できます。男性の参加も多く、道や
スーパーで会った際にはお互い声を掛け合
える関係性を築くことができています。

日時：月2回/午前10時～12時　場所：道泉地域交流センター　代表者：伊藤さん

現在、瀬戸市内には、39カ所の「  　　　　　」があります。（令和2.2.1現在）個人宅や地域の
集会所、空き家、地元のお店や企業の空きスペースを活用し、地域の皆さまの協力で実施さ
れ、参加者の大切な居場所になっています。こちらで 　　　　　「、号毎、は 　」を紹介します。

道泉
クロリティー部

No.11
老人クラブ「一白会」の会長である水野さん
が中心となり、地域の集まれる場所を作りた
いという想いから参加者の方と実施している
「よりどころ」です。社協職員による出前講座
や、地域の方が講師となり昔の地域のお話を
してもらったりと、様々な趣向を凝らしながら
実施しています。

日時：月1回（月曜日）（8月・2月を除く）/午後2時～3時　場所：鳥原会館・中品野自治会館　代表者：水野さん

日時：第2日曜日、第4金曜日/午前９時～11時　場所：原山台集会所　代表者：岡島さん　参加費：100円

やまぼうし

しらゆり会



社会福祉協議会「会員募集」のご案内

」とせ  ちまのちた私  ぐなつを手、いそりよ、きづ気「、はで）協社（会議協祉福会社市戸瀬
の実現のため地域福祉の推進に取り組んでいます。
その地域福祉の推進を支援していただくために、会員を募集しています。

会員の種類、募集方法など会員の種類、募集方法など

令和２年度

地域の乳幼児とその保護者を対象に、おもちゃ
などで遊んだり、子育て支援をする場を提供し
ています。

高齢者が体操や歌などを通して交流し集
う場の提供や、敬老会の開催をしています。

おしえて！ せとっちおしえて！ せとっち

総務グループ　
☎84－2011（代）  FAX85－2275

問い合わせ先

地域の福祉活動に
使われているよ！

会費ってどんなことに
使われているかな？？

そうなんだね。
どんな福祉活動
があるのかな？？

地区社協の活動を例に
あげて説明するよ！！

※事業内容や対象は実施する地区社協により異なります。

地区社協の役員や自治会・町内会などを通じ
て、加入のお願いに伺います。一般会員 1,000円 9,799世帯

会員の種類 会費
（年間一口あたり）

令和元年度募集実績
(令和2.1.31現在)

募集方法

郵送にて加入（会費は振込）のお願いをさせ
ていただきます。

施設会員 2,000円 21施設

法人会員 3,000円 177法人

住みやすい地域を目指して、
皆さまのご理解とご協力を
よろしくお願いします

※会員は随時、社協窓口でも募集しております。
※ご協力いただいた法人会員様については社協だよりにてご報告
　させていただく予定です。企業の社会貢献活動の一環としてなど、
　お気軽にお問い合わせください。

（一般会費の90％が19の地区社協の福祉活動に活用されます。）

子育て世代
の

集まる居場
所

作りに！

高齢者
向けの
事業に！



各種講座のご案内

申込
方法

入園前の子とその保護者

14月16日（木）～７月９日（木）
　 9月10日（木）～12月10日（木）
　 1月14日（木）～3月11日（木）　
　 午前10時30分～11時15分（期間中の毎週木曜日開催、休館日は休み）
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（直接会場にお越しください）

みんなであそぼ

16月23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
56月1日（月）～6月15日（月）

ベビーマッサージ

15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入園前の子をもつ保護者　
415組（託児あり）　71組500円　
54月15日（水）～4月24日（金）

陶芸

往復はがきか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。

ほのぼのボランティアサロン（ボランティアに関する相談も同時開催しています。）

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

ボランティアに関心のある方、ボランティア活動をしてみたい方など対象。体験を通して、ボランティアを身近に感じてみませんか？
お気軽にお越しください！

No.1204

体操教室（6日間コース） 健康麻雀教室（6日間コース）

60歳以上、または障害者手帳をお持ちの方

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

申込
方法

気持ちよさそうに
している赤ちゃん
を見ながら、お母
さんも癒されませ
んか。

14月28日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
g５月の節句に関する飾りを作る
32歳以上の子と保護者
420組（託児なし）　7無料
54月1日（水）～4月15日（水）

16月9日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
gお父さんへのプレゼントを作る
32歳以上の子と保護者
420組（託児なし）　7無料
55月15日（金）～5月25日（月）

作ってあそぼ

1①5月7日（木）②5月14日（木）③5月21日（木）
 　④5月28日（木）⑤6月4日（木）⑥6月11日（木）
　 午後1時30分～3時30分
23階 和集会室　420人　7無料
54月1日（水）～4月20日（月）

1①5月13日（水）②5月20日（水）③5月27日（水）
　 ④6月3日（水）⑤6月10日（水）⑥6月17日（水）
　 午前10時～正午
23階 相談室　48人　7無料
54月15日（水）～4月27日（月）

※日時は変更になる場合もあります。

みんなで手遊びしたり
歌ったりします。
初めての方ものぞきに
きてください。

新聞紙で大きなかぶと
を作り、かっこよく変身
しました。

お父さんの似顔絵を
描き、写真たてに入れ
てプレゼント作り。
喜んでくれましたか。



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

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

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

小学生講座（3年生～6年生）

5月8日（金）午前10時～正午

1組500円　
4月15日（水）～4月24日（金）

1①5月27日（水）②6月3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
31歳以上の子と保護者　
415組（託児なし）　7無料　
55月1日（金）～5月15日（金）

親子ヨガ（2日間コース）

15月16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：郡上おどり瀬戸の舞

84－2011  FAX85－2275  Eメール vc@seto-shakyo.or.jp

ボランティアに関心のある方、ボランティア活動をしてみたい方など対象。体験を通して、ボランティアを身近に感じてみませんか？

5

折り紙教室（4日間コース）

1①6月6日（土）②6月13日（土）
　 ③6月20日（土）④6月27日（土）
　 午前10時～正午
23階 相談室　410人　7無料
55月1日（金）～5月18日（月）

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。

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、

初心者向け教室

（障害者手帳をお持ちの方）
スマートフォン教室

1①6月24日（水）②7月1日（水）
　 午前10時～正午
21階 第2作業室
420人　7資料代600円
55月15日（金）～6月1日（月）

（2日間コース） 絵手紙教室（4日間コース）
1①6月26日（金）②7月3日（金）
　 ③7月10日（金）④7月17日（金）
　 午前10時～正午
21階 第2作業室
46人　7材料費500円
56月1日（月）～6月15日（月）

17月14日（火）午前10時～11時
23階 和集会室
g抱っこしたままでダンスをする
3抱っこひもを使用する子と保護者
415組（託児なし）　7無料
56月15日（月）～7月3日（金）

わらべうた 親子ダンス

17月11日（土）午前10時～11時30分　21階 第1作業室　
g木でゴム鉄砲を作る　410組（託児なし）　7500円　56月15日（月）～7月1日（水）

お父さんと作ろう

託児のあいだは作陶
に集中しますが、陶芸
ボランティアのひび
りんさんとの会話も
楽しんでいます。

新聞紙で大きなかぶと
を作り、かっこよく変身
しました。

抱っこ紐を使い、曲に
合わせ体を動かします。
お母さん同士の交流も
楽しみましょう。

親子でヨガを
体験します。

みんなで「郡上踊り」を踊ろう！
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利用の方法

利用料金

やすらぎ地域活動支援センター 利用者を募集していますやすらぎ地域活動支援センター 利用者を募集しています

利用にあたっては、市（社会福祉課）の地域生活支
援事業の受給申請が必要となります。

対象者 老人福祉センターを利用する方（介護が必要な
場合付き添いの方も登録をお願いします。）

登録方法 やすらぎ会館３階老人福祉センターでコース
ごとの空き状況を確認しお申し込みください。

定員 各コース30人

送迎バスの運行日
月曜日・火曜日・木曜日の3コース
停車場所と時刻表は「広報せと」3月
1日号をご覧ください。

老人福祉センターでは、60歳以上の方と障害者手帳をお持ちの方に外出や入浴の機会を提供したり、体操・
パソコン・健康麻雀など各種福祉教室を開催しています。どうぞご利用ください。

サービス内容

創作活動・社会適応訓練・レクリエーション
送迎（時間などはご相談ください。）

営業日・サービス提供時間

月曜日～土曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時30分～午後４時

基本料金は、所得に応じて瀬戸市が設定した
額の1割（ただし受給者証に記載された上限額
の範囲内）です。
その他、創作活動における材料費、
昼食代、おやつ代は実費となります。 事業グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

老人福祉センター　☎84－2011問い合わせ先

＊見学随時受付中！まずは、ご相談ください。

地域活動支援センターとは、身体・知的に障がいがある方に、創作的活動やレクリエー
ション等を通して、地域で生活をするための力を身につけてもらうための場所です。

一緒にいろんな
ことにチャレンジして
みませんか！

老人福祉センターのご案内

送迎バス  登録のご案内

送迎バスでやすらぎ会館へ    
3階老人福祉センターで受付    

入浴   
談話室にてみんな
とおしゃべり  

楽しく健康麻雀
囲碁や将棋をする

昼食
ヘルストロン
でゆっくり   

送迎バス
で帰宅   

機能回復訓練室
場　所 内　容 利用日 利用時間

ヘルストロン
教養娯楽室 囲碁、将棋
談話ロビー 健康麻雀
浴室 一般の入浴

月曜日～土曜日 午前９時～午後4時45分

月曜日～金曜日 午前10時30分～午後1時30分

10：00 10：30 11：45 15：0011：15 13：00 14：00

老人福祉
センター
の利用例

やすらぎ会館3階

土曜日
利用者

大募集
！



●子育て世代の集まる居場
　所作り、高齢者の交流の
　場作りなどの地区社協活動
●各種用品券の配布、福祉クリスマス会の実施
●法律・心配ごと相談の実施（無料）
●ボランティアの育成や援助
　（ボランティアセンター）
●ふくしボランティアフェスティバルや福祉団
　体・福祉施設への支援・助成
●こども食堂、地域の居場所推進事業
　「よりどころ」

共同募金だより

瀬戸市共同募金委員会  ☎84－2011

　令和元年度の共同募金運動の結果をご報告させていた
だくとともに自治会をはじめ、事業所や学校、街頭、店舗
等支援してくださいました皆さま、またご協力いただきま
した地域の皆さまに厚くお礼申しあげます。
　この募金は瀬戸市の福祉事業や福祉団体のためと県内
広域の福祉のために役立てられます。
　今後ともご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金結果報告赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金結果報告

瀬戸市共同募金委員会 歳末たすけあい募金（街頭）

介護保険認定調査員募集中介護保険認定調査員募集中 相談・介護グループ 
☎84－2952

問い合わせ先

問い合わせ先

詳細は瀬戸市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。

募金機能付き自動販売機による募金（道の駅瀬戸しなの、
東芝ライフスタイル㈱、日本赤十字社東海北陸ブロック
血液センター、富士特殊紙業㈱、水野病院、山口憩いの家、
㈱フォーリーフよっつ葉夢浪漫、下品野地域交流センター、
高齢者総合福祉施設ウィローふたば）
募金機能付きマッサージ機による募金（やすらぎ会館）

）略称敬（ 　　　　　　　　　どな）薈羽丹、越玉㈱（付寄
　

戸別募金

法人個人募金

職域募金

学校募金

街頭募金

募金箱

その他

合　計

区　分 説　　　明 赤い羽根共同
募金（円）

歳末たすけあい
募金（円）

瀬戸市自治連合会を通じて各家庭にお願いする封筒募金

・

・
・

企業や店舗及び法人や個人の方からの大口募金

職場の従業員の方を対象とした募金

小・中学校や高校・専門学校・大学などで行う募金

街頭において寄付の呼びかけを行う募金

店舗などに募金箱を設置していただく募金

6,798,536

3,137,100

535,622

208,301

18,888

92,360

1,419,628

6,639,323

225,471

2,986

10,000

12,210,435 6,877,780

19,088,215

瀬戸市では
このようなことに
募金が使われます

令和元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。
（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）

★
★
★
★
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瀬戸北ロータリークラブ  様
ダスキン小島商会  様
菊里会  様
瀬戸メサイア合唱団  様
蕎麦翁  百才笑  様
瀬戸郵便切手類販売協会  様

その他、匿名希望の方（5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。 

11月
12月

1月

No.1208
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