
http://www.seto-shakyo.or.jp

02
03

04
05
06
07
08
　

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.122

瀬戸市社協
マスコットキャラクター
せとっち

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。
詳細は2ページをご覧ください。
みなさまのご理解ご協力をお願
いいたします。

寄付への感謝
毎年、赤い羽根共同募金に

多額のご寄付をいただいております、
『株式会社 玉越』様に
感謝の意を表し、楯を贈呈

させていただきました。第７１回赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール

愛知県共同募金会長賞受賞作品

募金活動風景

赤い羽根共同募金
募金機能付自動販売機

市内に15台
設置されて
います。

2020

10
共同募金だより
歳末たすけあい募金
配分事業のご案内
よりどころ紹介
令和元年度事業報告・決算
　
講座などのお知らせ
　
寄付の報告とお礼
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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。　

赤 い 羽 根 募 金：12,210,435円
歳末たすけあい募金：  6,877,780円

問い合わせ先 共同募金委員会　☎84－2011

みなさま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。
※街頭募金活動は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止となる場合があります。

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協力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。

地域で
子育ての支援を
しています

新入学の支援
をしています

歩いて通える居場所
「よりどころ」の支援
をしています

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

障がいのある
方への支援をして

います

福祉推進の
ために…

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。

令和元年度は19,088,215円のご協力をいただきました。

●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）
●法律相談・心配ごと相談の実施（無料）
●ボランティアの育成や支援
●福祉奨学金　　
●民間保育所の園児や障がい者への支援
●社会福祉大会の開催など

共同募金だより
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申請先 〒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

歳末たすけあい募金配分事業として、2,000円相当の各種支給券を交付いたします。
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。

支給券

申請方法

2,000円相当（いずれか1種類）

※支給券は年末年始（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

氏名・生年月日・住所・介護度や障害等級（有効期限を含む）が分かる
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。

必要書類

申請期間

申請書配布場所

10月1日（木）から10月30日（金）まで（土・日曜、祝日を除く）

受付時間 午前8時30分～午後5時15分

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。

厳守！

「歳末たすけあい募金配分事業」は毎年12月に地域で集められる
歳末たすけあい募金を財源にしています。

郵送（10月30日消印有効）
または代行申請の場合

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

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

母子・父子家庭等医療費
受給者証

※生活保護の場合は生活保護受給者証
※子ども医療受給者証の場合は保護者
　の医療受給者証もあわせて必要とな
　ります。

確認
書類

歳末たすけあい募金配分事業のご案内
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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

今池元気
クラブ

No.16
町内の方が15名ほど集まり、体操や気功、茶
話会など参加者の意見を取り入れながら計
画をしています。母の日が近い時は、思い出話
を語りあったり、気候の良い日は散歩をする
など、季節の事柄も取り入れています。参加者
の年齢が70代から90代と幅広いことから、自
然とお互いを支えあうことができています。

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

No.18
茶話会のようにお茶を飲みながら、おしゃべ
りを楽しんでいます。参加者が同じ町内とい
うこともあり、和気あいあいとした雰囲気で
過ごしています。夏場は参加者の体調を考慮
し、開催時間を短くすることもあり、気心が知
れた仲だからこそできる対応です。

瀬戸市社会福祉協議会

No.19
麻雀の脳トレ要素を取り入れ、健康で生き生
きと生活していくために、おしゃべりを楽しみ
ながら過ごしています。麻雀の初心者の方で
もアドバイスをしますので、安心して参加でき
ます。道泉シニアクラブの活動の一つであり、
どなたでも参加できます。

日時：第1・3水曜日/午前9時～正午　場所：道泉地域交流センター　代表者：石井さん

社会福祉協議会では、昨年度から支えあい・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。こちらでは、毎号、
「　　　　　　」を紹介していきます。

道泉わいわい
クラブ（麻雀部）

瀬戸市社会福祉協議会

No.20
毎回15名ほどが集まり、女性だけではなく、
男性の方も一緒に、体操や頭と手の運動を兼
ねた折り紙、小物づくり、おしゃべりなどを楽
しんでいます。少し手の込んだ小物づくりの際
には、時間を忘れて集中でき、その後のおしゃ
べりではホッとできる時間となっています。

日時：月1回（8・9月を除く）/午前10時30分～11時30分　場所：南山町1丁目集会所　代表者：木村さん

日時：月2回/午後1時～3時　場所：今池町  弘法堂　代表者：伊藤さん　

平町３丁目
さくら会

日時：月1回/午後1時30分～3時30分　場所：平町３丁目集会所　代表者： 原さん

南山町１丁目
サロン

＊いずれの写真も昨年の様子です。
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止しているところ
　もありますので参加等を希望の方は右記までご連絡ください。
＊7/31現在、よりどころは42か所で掲載順は順不同です。
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　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、令和元年度も引き続き
「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」

令和元年度
事業報告・決算

①誰もが集える居場所づくり
　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)を実施しました。

②地域で活躍できる支えあいの人づくり
　地域支え合い会議の開催や買い物支援事業の
企画を提案し、住民とともに地域の困りごとを話
し合う機会を設けました。また、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
等、支えあいの人づくり推進を図りました。

③相談できる・つながる仕組みづくり
　地域担当者が「よりどころ」や各種団体の会議
へ参加し、ふくし出前講座の実施を通じて地域と
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
　福祉に対する理解や知識を深める「福祉実践教
室」、職員が地域の集まりに出向いて行う「ふくし出
前講座」、夏休みに小学生を対象とした「こどもふく
し体験きゃらばん」等を開催し、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。

●やすらぎ会館の管理・経営　利用者数(94,304人)
●老人・身体障害者福祉センター運営
　各種教室(620人)　送迎バス(2,659人)　
　福祉夏まつり(1,676人)　福祉お楽しみ交流会(590人)
●プレイルームの運営　
　利用者数(18,161人)　講座・教室等（3,242人）
●やすらぎ地域包括支援センター
　地域はつらつ講座(5回)　  総合相談(処遇困難事例)(4件)　
　高齢者実態把握(168件)　認知症初期集中支援(5件)
●基幹型地域包括支援センター
　相談延件数(1,464件)　 認知症相談(156件)
　研修・講座開催(10回)　  認知症カフェ開催(18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(590件)

●居宅介護支援事業(1,106件)  ●介護予防支援事業（1,750件）
●地域生活支援事業(1,771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

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～

介護保険・障がい者総合支援

福祉のまちづくりのために

協
社
区
地
●

(

19

区
地

)

援
支
動
活

事　業　名 地区数
19
19
18
10全地域推進事業

主な事業

企画事業

その他の事業

8

配食サービス
1

広報紙発行
3

敬老事業
歳末たすけあい配分事業
ふれあい会食
子育てサロン
高齢者の集いの場作り（いきいきサロン等）
地域住民とのボッチャ大会 1
健康教室

16

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

199,852,905
勘定科目 決算額／円

48,114,634
19,835,140
10,940,700
10,837,900
5,619,844
5,057,965
2,631,660
2,604,419
1,690,538
230,000
171,560

入
　
　
収

※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。

●よりどころ看板の設置・認定(40か所)
●開催回数(1,262回)　●参加者数(12,670人)

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
74,358,698
97,574,779
18,919,000
4,006,631
15,597,950
2,043,569
1,190,000
5,461,931
1,300,978
557,442

0
11,654,033
12,263,567
40,196,503
31,613,506

出
　
　
支

会費収入
当期資金収支差額

収入決算額
支出決算額

307,587,265
316,738,587
-9,151,322

決算額（内部取引消去後）／円
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新型コロナウイルス感染症予防の観点から、プレイルーム講座や福祉教室、ほのぼのボランティア
サロンの開催は検討中です。今後の予定は、社会福祉協議会ホームページにてお知らせいたします。
また、詳細についてはお電話で問い合わせいただきますようお願いいたします。

プレイルーム講座・福祉センター・ボランティアセンターからのお知らせ

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

国内におけるボランティア活動中に、ボランティア本人がケガをした場合、ボラ
ンティアの方々が他人に損害を与えたことにより損害賠償事故が発生した場合
を補償します。

通常の経路により住居を出発してから住居に帰着
するまでの往復途上の事故を含みます。
熱中症（日射病・熱射病）による傷害も補償します。
天災タイプにご加入の場合、地震などの天災によ
るケガも補償します。

『認知症サポーター養成講座』のお知らせ『認知症サポーター養成講座』のお知らせ

認知症って
どんな病気？
どんな症状が

あるの？

認知症の人と
どう接すればいい？

認知症の人や介護する家族の
気持ちに寄り添うには？

日時

愛厚ホーム瀬戸苑内  地域交流スペース  〒489-0889  瀬戸市原山町1-10（駐車場あり）　場所

やすらぎ地域包括支援センター職員講師

陶原・長根連区に在住・在勤で、初めて受講される方
※年齢は問いません。学生さん、子育て世代のパパ・ママもぜひご参加ください。
※陶原・長根連区以外に在住の方は、講座を開催する担当の地域包括支援センター
　（市内7か所）の紹介をさせていただききますので、お気軽にお問い合わせください。

対象者

定員：25名
（先着順）
受講費：無料

●

●

ボランティア
活動保険

保　険　料

福祉活動やボランティア活動などを目的とする団体等が主催する日本国内での
行事に参加中に、行事参加者が偶然な事故でケガをした場合、行事主催者が行
事参加者など他人の身体や財物に損害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任
を負った場合を補償します。

急激かつ外来による日射・熱射によって身体障害を被った場合も補償します。
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒によって身体障害を被った場合も補償します。

ボランティア
行事用保険

Aプラン

250円

Bプラン

300円

Cプラン

350円

天災
Aプラン

400円

天災
Bプラン

500円

天災
Cプラン

600円

※保険料は、参加される行事の内容や宿泊の有無等によって異なります。詳しくは、代理店・扱者までお問合わせください。

※ボランティア活動保険に加入されている方でボランティア活動中に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、補償の
　対象となります。

6

申し込み期間：11月2日（月）～11月30日（月）
申し込み先：やすらぎ地域包括支援センター  ☎842287

12月5日（土）午後1時30分～3時30分  ※受け付けは午後1時からです。



7

令和3年1月31日（日）日にち

正午～午後4時時間

瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）場所

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施します。

『認知症サポーターとは』『認知症サポーターとは』 相談・介護
グループからの

〈 vol.2 〉
た よ りお

いつもと
ここが違う！

ボランティアセンター  ☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

一人ひとりができる範囲で、無理なくサポートする
ことがポイント！！例えば・・・

◆認知症サポーターとは、認知症について正しい
　知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその
　家族に対してできる範囲で手助けする人たち
　のことです。

認知症サポーターキャラバンの
マスコット「ロバ隊長」

◆認知症の正しい知識を周りの方に伝えてみる。
◆介護されているご家族の話を聞き、一言ねぎらい
　の言葉をかける。
◆認知症カフェや認知症に関するセミナーに参加
　してみる。

ある地域では、近所に住むサポーター
が認知症の方に１日1回、声かけをして
くださっているというお話も聞きました。
みんなが温かい目で気にかけていただく
ことで、認知症の方も安心して暮らせる

まちに変わっていきます。
一緒に考えてみませんか？

サポーターは「なにか」特別なことをする
必要はありません。

今年度の災害ボランティアセンター立ち上げ訓練は、瀬戸市で災害が発生
したことを想定し、近隣8市2町の社会福祉協議会との協力体制の構築や
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の視点を踏まえた訓練を行います。
興味や関心のある方は、社会福祉協議会までお問い合わせください。
※今年度、一般募集は行いません。

7

みなさん、災害ボランティアセンターをご存じですか？
今年度も大規模な災害が全国各地で発生しています。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、全国から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の調整を行い、ボランティアが円滑に活動できるよう支援するため
の拠点です。
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寄付
金等のご報告

5月　名古屋ヤクルト販売株式会社  様
6月　リフォームスタジオ株式会社
　　  マジックミシン瀬戸みずの店  様
7月　連合愛知尾張東地域協議会  様
　　  ユニー株式会社 アピタ瀬戸店  様

その他、匿名希望の方（4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。 

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

みなさまのご協力、ありがとうございました。

リフォームスタジオ
株式会社マジックミシン
瀬戸みずの店様より
マスクを200枚寄付

いただきました。

連合愛知尾張東
地域協議会様より

非接触型体温計を2台
寄付いただきました。

◀ささえ愛マスク配布

ささえ愛ポストについて

せとっちエール便について

　5月に市役所と社会福祉協議会の2か所に、みなさまの
ご家庭に余っているマスクを寄付していただく、ささえ愛
ポストを設置しました。その結果、2,158枚のマスクが集ま

）在現日13月7（。たしまり
　ご寄付いただきましたマスクは、社会福祉協議会の
施設会員となっている福祉施設や地域の「よりどころ」
などにお届けさせていただきました。

　7月30日（木）から8月13日（木）まで実施した「せとっちエール便」に、たく
さんの食料品が集まりました。
　ご寄付いただきました1,179点の食料品は、支援を必要とする家庭へ
「せとっちエール便」としてお届けさせていただきます。


