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共同募金だより
よりどころ紹介
相談・介護グループからのおたより
ボランティアサロン
災害ボランティアコーディネーター
養成講座を実施しました
福祉奨学金支給・生活福祉
資金貸付制度のご案内
会員募集
せとっちのふくし川柳募集のお知らせ

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。
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幡山東小学校3年
森  亮太

水野小学校4年
横山  倖大

陶原小学校5年
高橋  妃那

陶原小学校6年
正地  海人

水無瀬中学校1年
鬼頭  知輝

水無瀬中学校3年
石原  遙佳

西陵小学校1年
山下  紗良

にじの丘小学校2年
唐澤  美鈴

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール最優秀賞受賞者
今年度はコロナ禍という大変な状況の中にもかかわらず、総数3,519点
（書道2,797点・ポスター722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5年
吉浦  侑希

幡山西小学校6年
堀江  祐果里

共同募金だより

部
の
道
書

（敬称略）

水無瀬中学校2年
元永  菜月美

金賞

愛知県共同募金会
主催作品コンクール
受賞者

にじの丘小学校4年
中津  仁志

銀賞

令和2年度

●要介護高齢者や障がいのある方などを対象とした
　各種支給券の交付
●障がい児向けの福祉クリスマス会
●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 ）どな  会スマスリク（ 

例年10月1日～12月31日までですが、
今年度は令和3年3月まで延長します。

詳しくは社会福祉協議会
ホームページをご覧ください。問い合わせ先 瀬戸市共同募金委員会  ☎84－2011

No.123

南山中学校1年
加藤  千晴

水野中学校3年
溝呂木  萌

共同募金実施期間
延長のお知らせ

ありがとう
ございました。「歳末たすけあい募金」ってどんなことに使われているの？



コープ野村三郷
交流サロン

No.21
同じマンションの住民による集まりとして、通算
50回以上開催しています。社協やボランティア、
地域包括支援センターの出前講座を活用しな
がら、茶話会を楽しんでいます。これからも住民
のつながりを大切にしていきたいため、新しい方
でも気軽に参加できるようにしていきたいです。

No.23

No.24
南山町2・3丁目では毎月1度、地域の高齢者
の方が集まる場所として、交流サロンを実施
しています。生活に役立つお話を聞いたり、
みんなで歌を歌ったり、季節に合わせた小物
を作ったり、天気の良い日には外でお茶を飲
んだりなど、楽しい時間を過ごしています。

No.25
ウィローふたばの協力をいただき、始まった
サロンです。男性の方も多く参加され、楽しく
過ごされています。毎月1回開催しており西山
町の方の居場所となっています。マジックや脳
トレなど様々な趣向を凝らして実施をされて
います。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

日時：第3火曜日/午後１時30分～3時　場所：コープ野村三郷管理棟　代表者：杉山さん　

南山町2・3丁目
交流サロン

空き家を地域の方に使っていただきたいとい
う福島さんの想いからサロンとして開放して
います。麻雀卓を用意し、健康麻雀や折り紙
教室を開催しています。自宅から歩いて来ら
れる距離からの参加者が多く、幅広い年齢の
方が楽しく過ごされています。

フーちゃん家

日時：第1・3水曜日(健康麻雀)、第2・4火曜日(折り紙)※材料費100円、
第3月曜日(歌声サロン)/いずれも午後1時～5時　場所：八幡台　代表者：福島さん

西山町
交流サロン

日時：第3火曜日/午後2時～3時　場所：根ノ鼻公園集会所　代表者：青山さん

わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

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。

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。

地域支援グループ
☎84－2011  FAX85－2275

日時：第2水曜日/午前10時～11時30分　
場所：ウィローふたば（現在は臨時で西部コミュニティセンターで開催）　代表者：中野さん

＊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をご希望の方は右記までご連絡ください。
＊10/31現在、よりどころは43か所で掲載順は順不同です。

問い合わせ先



瀬戸市基幹型地域包括支援センター  ☎88－1294問い合わせ先

基幹型地域包括支援センターでは「せとらカフェやすらぎ」を開催しています。
「せとらカフェやすらぎ」では、若年性認知症の方の「畑をやりたい」という想いを実現するために
小さな畑を作りました。令和2年8月上旬、雑草や芝生の生い茂る土地を若年性認知症の方とその
ご家族、ボランティアの方で力を合わせ、汗を流しながら耕しました。

若年性認知症とは65歳未満で発症する認知症のことで、身体的にお元気な場合がほとんどです。
認知症になったからといっても、突然何もできなくなる訳ではありません。できないところを周りの
人が補ったり、お手伝いをすることで活躍の場は広がっていきます。この方も今では自然と畑に足
が向き、生き生きと笑顔で参加されています。

せとらカフェ（瀬戸市認知症カフェ）とは、認知症の方やそのご家族、地域の方など、どなた
にも楽しく過ごしていただける居場所です。
せとらカフェには喫茶店もあれば、体操やおやつ作り、生け花などの講座を開いたり、一緒
に認知症について学んだり、相談にのっているカフェもあります。（R2年10月現在：市内11か所）

相談・介護
グループからの

〈 vol.3 〉

 せとらカフェ
（瀬戸市認知症カフェ）を
 ご存知ですか？

「せとらカフェやすらぎ」では、認知症の方の「やりたいこと」をこれからも
応援していきます。お一人では不安でも皆でやれば大丈夫。あなたも一緒
に参加してみませんか？
認知症の方や応援をしたい方、ご家族が認知症ではないかと気になって
いる方など、お気軽に基幹型地域包括支援センターへお問い合わせ
ください。

た よ りお
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この方は子供の頃、
畑仕事を手伝っていた
経験があり、鍬の
扱いは誰よりも
お上手でした。

2か月かけて畑を
作り、ブロッコリーと

ジャガイモを植えました。
今から野菜の成長や
収穫祭が楽しみ

です！
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新型コロナウイルス感染症の状況により、開催を中止する場合もあります。
参加希望の方は、下記までご連絡ください。

映像によるボランティア活動紹介！！
1令和3年1月9日（土）
　 午後1時30分～3時
25階 大集会室　
7無料　
協力団体：ボランティア
　　　　  コーディネーター
　　　　  連絡会

ニュースポーツ
を楽しもう
1令和3年3月13日（土）
　 午後1時30分～3時
25階 大集会室
7無料
協力団体：ボランティアコーディネーター連絡会

令和2年度 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おこなっています。）

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、ボランティア活動で悩んでいる方などを対象。
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！

災害ボランティアコーディネーター
養成講座を実施しました。

災害時のボランティア活動に対する知識を学び、災害ボランティアセンターの中で率先して災害
救援活動ができる人材を養成する講座です。

災害ボランティアコーディネーター養成講座とは災害ボランティアコーディネーター養成講座とは

令和2年10月3日(土)に、瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)にて、認定特定非営利活動法
人レスキューストックヤード常務理事の浦野愛氏を講師にお招きし、開催しました。
当日は、災害ボランティアや災害ボランティアコーディネーターに関する基礎的な内容やコロナ禍
での災害ボランティアセンター運営方法など、実際の体験を交え実施しました。
一般の方や瀬戸青年会議所、瀬戸市の職員など18名の参加があり、参加者から多くの声をいただ
きました。

講座の様子講座の様子

参 加 者 か ら の 声
とても、

勉強になった。
もっと地域とつながる

必要がある。

参加することで、
災害について
改めて考え直す
きっかけとなった。

新型コロナウイルス
感染症の対応も

講義内容に含まれており、
勉強になった。
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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3年2月1日（月）～2月15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15日消印有効）

②住民票 世帯全員分（続柄記載あり）
令和2年6月1日以降のもの

③在学証明書 令和3年1月4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2年度分（令和元年分の所得）

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）
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各 種 お 知 ら せ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、プレイルーム講座や福祉教室の開催は検討中です。今後
についての予定は、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
でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

コロナ禍で活動が難しい中、活動されていたサークルのみなさまの作品は2月から3階老人福祉センター
で展示していきます。
老若男女のみなさま、ぜひ足を運んで鑑賞してください。

※10月24日（土）に大会開催を予定していましたが、新型コロナウイルス
　感染症拡大防止の観点から中止とし、顕彰のみ行いました。

◆福祉お楽しみ交流会

◆プレイルーム講座・福祉センターからのお知らせ

演芸会や作品展など毎年たのしい時間を過ごしていただきましたが、今年度は新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、中止とさせていただきます。

展示の予定

事業グループ　☎84－2011問い合わせ先

事業グループ　☎84－2011問い合わせ先

令和2年度瀬戸市社会福祉大会において、瀬戸市の社会福祉の増進に
寄与し、その功績が顕著な次の方々が顕彰を受けられました。
令和2年度瀬戸市社会福祉大会において、瀬戸市の社会福祉の増進に
寄与し、その功績が顕著な次の方々が顕彰を受けられました。

社会福祉協議会
会長表彰

社会福祉功労（１団体） 災害救援ボランティアせと
福祉団体役職員（11名） 水野宣子、大竹斉子、大島日出子、福安禮子　

中野千恵子、青山勝、鈴木紀雄、稲垣正勝
大河内裕見子、藤川昭子、森本美保子

民生委員児童委員（10名） 古川祐次、加藤唐三郎、林隆久、杉山優美子
髙木茂夫、戸田利惠子、長江仁惠、永田ちづる
粥川妙子、谷川惠子

社会福祉協議会
会長感謝

社会福祉功労（１団体・３名） りぼん、青山勝、杉山務、大石淳一
福祉団体役職員（14名） 加藤洋子、三栄せつ子、尾崎和彦、加藤正弘

加藤かつみ、伊藤まゆみ、加藤美子、櫻井典子
磯村昭治、酒向靖子、田中明美、別所健児
三好光明、梅村京子

民生委員児童委員（1名） 柴田章二
保護司（2名） 日下部志律雄、二村久則 （順不同、敬称略）

おめでとう
ございます

●

●

●

俳句サークル　令和3年2月1日（月）～6日（土）
手芸サークル　令和3年2月8日（月）～13日（土）
陶芸サークル　令和3年2月15日（月）～20日（土）

※2月11日（木）は祝日のため、やすらぎ会館が閉館となります。



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
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令和2年度 社会福祉協議会「会員募集」のご案内令和2年度 社会福祉協議会「会員募集」のご案内

総務グループ  ☎84－2011（代）  FAX85－2275

問い合わせ先

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2.2.29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

多くの会費をいただいた
法人会員様

ご協力いただき、
ありがとう
ございました！・㈲古瀬戸陶土製造所  様

・㈲要製作所  様
・勝野窯業原料㈱  様
・㈱幸楽縁  様
・㈲サカザキ  様　　

応募してね！

（令和元年度）

法人会員の募集方法など

※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。

「人のつながり」
応募方法

テーマ

●指定の応募用紙に必要事項を記入してご提出ください。
●提出方法は次のいずれかでお願いします。
　①窓口持参：土・日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
　②郵送：封筒に「せとっち川柳応募」と記載し、下記の応募先にお送りください。
　③Eメール： ）すましい願おでFDP（。いさだくてし付添をターデ紙用募応、し載記と」募応柳川ちっとせ「に名件
●応募用紙は次の場所で配布します。／①やすらぎ会館1階  ②社会福祉協議会ホームページ

）。すまきだたいてせら限に品作の表発未で作自（。すましい願おで募応ので点一人一●
●優秀作品は社協だより（4月号）、社会福祉協議会ホームページに掲載します。
●募集期間／令和3年1月4日（月）～1月22日（金）※郵送の場合、1月22日（金）消印有効
●詳細は社会福祉協議会ホームページ（http://www.seto-shakyo.or.jp）をご確認ください。

瀬戸市社会福祉協議会  総務グループ
〒489-0919　瀬戸市川端町1-31（やすらぎ会館）　
☎84－2011  FAX85－2275  Eメール info@seto-shakyo.or.jp

応募先・問い合わせ先

例年5月にお願いをしておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で時期を
改めてのお願いとなります。

気づき、よりそい、手をつなぐ
私たちのまち  せと


