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瀬戸北ロータリークラブ様より災害ボランティアセンター運営用備品
をご寄贈いただきました。災害時の備えに活用させていただきます。
瀬戸北ロータリークラブ様より災害ボランティアセンター運営用備品
をご寄贈いただきました。災害時の備えに活用させていただきます。

瀬戸市社協
マスコットキャラクター
せとっち

瀬戸市を含む近隣9市2町の社会福祉協議会
と一緒に、令和3年1月31日（日）に災害ボラン
ティアセンター立ち上げ訓練を予定しており
ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
から緊急事態宣言が発令されたため、中止と
させていただきました。
写真は、瀬戸北ロータリークラブ様と近隣市
町社会福祉協議会及び瀬戸市社会福祉協議
会で、応援体制、被害状況等確認のための事
前訓練及びオンラインを活用した打ち合わせ
を行っている様子です。

市内広域図 テント 拡大機



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

緑カフェ
No.26

５年ほど前に地域で何かできないかと回覧で呼び
掛けをしたところ、仲間が集まり、開催することにな
りました。おしゃべりをしたり、おこしものやおはぎ、
非常食づくりなどをしています。また３か月に１回、
「緑町カフェだより」という広報紙を発行し、たくさ
んの方に参加していただけるよう、工夫をしています。

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.27

瀬戸市社会福祉協議会

No.28
昔からの知り合いが多い土地柄ではありますが、
最近は顔を合わせることも少なくなっていたことか
ら、年齢に関係なく集まる場所の必要性を感じてい
たことが始めたきっかけです。手芸や写経、健康に
関することなどを企画しています。参加者同士だけ
でなく、地域のつながりも大切にしていきます。

社会福祉協議会では、令和元年度から支えあい・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、

。すまきいてし介紹を」　　　　　　「、号毎

瀬戸市社会福祉協議会

No.29
水南地区社協が主体となって実施していますが、どな
たでも参加していただけます。10～15名ほどの参加
者の中には女性の方も参加されています。参加者から
は「自宅の近くに囲碁ができるところがあるのはあり
がたい」という声が聞かれており、常連さんにとっての
憩いの場となっています。ぜひ、ご参加ください。

日時：第2水曜日/午後1時～4時　場所：水南自治会館　代表者：水南地区社協

日時：第3日曜日/午前9時30分～11時30分　場所：緑・白山集会所　代表者：加藤さん
　

はなみずき会

誰もがふらっと気軽に立ち寄ることができる場所
をつくり、高齢者の孤立を防ぎたいという想いのも
と、開催しています。訪れる方の中には来ることが、
日課・生活の一部になっている方もみえます。楽し
く語り合える場所、元気をもらえる場所となってい
ます。一度お立ち寄りください。

プラザ
せとっこ

日時：毎週火・水曜日を除く/午前10時～午後4時  場所：朝日町47（銀座通り商店街内）  代表者：坂下さん
毎月第一金曜日には「せとっこカフェ」という名前でせとらカフェ※も開催しています。
※せとらカフェとは：認知症の本人及び家族、地域住民やケアマネージャー、介護士といった専門職等、

）照参ジーペムーホ 市（。すで点拠動活るえ集に軽気がも誰の域地　

囲碁・将棋を
楽しむ会

＊いずれの写真も一昨年の様子です。
＊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左記までご連絡ください。
＊よりどころの掲載順は順不同です。

日時：第3火曜日/午前9時30分～11時30分　場所：上水野町　代表者：波多野さん
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●子育て世代の集まる居場所づくり、高齢者の交流の居場所づくりなどの地区社協活動
●各種支給券の交付、福祉クリスマス会の実施　
●法律・心配ごと相談の無料実施
●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」の実施・支援など

共同募金だより

問い合わせ先 瀬戸市共同募金委員会  ☎84－2011

　令和2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、
地域の皆さまをはじめ、自治会や事業所、学校、街頭、店舗などでご協力
いただき厚くお礼申しあげます。
　この募金は瀬戸市の福祉団体や福祉事業や、愛知県内の福祉のために
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）

瀬戸市では
このようなことに
募金が使われます

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㈱、（医）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）
寄付（㈱玉越、丹羽薈（個人））など　　　　　　 （敬称略）

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）

自治会や町内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

6,445,596

1,514,597

450,357

227,346

9,070

93,152

1,399,015

6,572,242

60,418

23,405

10,000

10,139,133 6,666,065

16,805,198
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令和2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
あべかん
（株）ITO

★
★
★
★

勝野窯業原料（株）
（株）小西砕石工業所
★
★

（有）トリオ商事
愛知県陶磁器工業協同組合
杉山重工（株）
大河内商店

★
★
★
★



子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、誰もが地域で安心した暮らしをおくるためには、
お互いを尊重し、認めあい、共に支えあう地域づくりを進めていくことが大切です。
瀬戸市社会福祉協議会（社協）では、「気づき、よりそい、手をつなぐ 私たちのまち せと」を基本理念に
掲げて、支えあいの地域づくりを進める取り組みをしています。
瀬戸市にお住まいの皆さまには、この取り組みにご理解いただき、令和3年度の社協会員として活動資
金にご協力いただきますようお願いいたします。

社会福祉協議会「会員募集」のご案内令和3年度

地域住民から協力してもらった

会費の９割が地区社協に配分されて、
それぞれの地域に合った福祉活動の

活動資金になっているの。

他にも、車いすの必要な人が利用

できる車いすや福祉車両の無料
貸し出しにも会費は活用されているの。

会費はどのようなこと
に使われているの？

そうなんですね。
知らなかったわ。

私たちの納めた会費が
地域を良くするために

使われるのね。 

令和2年度
の実績
9,320件

9,451,000円

募集期間
4月から6月を
中心に実施一般会員

〈１口〉
1,000円

ボランティアセンター
福祉教育、福祉奨学金の支給
権利擁護事業、貸付事業
介護保険事業、障がい福祉事業 など

・
・
・
・

住みやすい地域を目指して、
地区社協役員が皆さまの声を集めています。
 ご理解とご協力をよろしくお願いします。

募集方法
地区社協役員や

自治会・町内会などを
通じて加入のお願い
をさせていただ
きます。

例えば、子どもやお母さんたちが

集まる子育てサロンや、お年寄り
の方たちのサロン、世代間交流

の場など、地域のつながりを
  つくる取り組みをしているの。

会費の
使いみち

他にも社協ではさまざまな事業を
しています

みんなが
いつまでも安心して
暮らせる地域に
なるといいね～。

No.1244

総務グループ  ☎84－2011（代）問い合わせ先

※地区社協では、おおむね自治会単位に組織され、地域の声をもとに障がいのある人との
　交流や高齢者の人のサロンなど、それぞれの地域に合った福祉の活動を行っています。



瀬戸市基幹型地域包括支援センター  ☎88－1294問い合わせ先

ボランティア活動を映像でみよう
15月22日（土）午後1時30分～3時
22階 視聴覚室　410人（先着順）　7無料
5申し込みが必要です。
　①名前②住所③電話番号またはFAX番号
協力団体：ボランティアコーディネーター連絡会

令和3年度 ほのぼのボランティアサロン

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
みたい方などが対象。
映像を通して、
ボランティアを身近に
感じてみませんか？

せとらカフェ 野菜の収穫せとらカフェ 野菜の収穫 相談・介護
グループからの

〈 vol.4 〉
た よ りお「せとらカフェやすらぎ」では、認知症当事者、その家族と認知症サポーター

が協同して畑仕事に汗を流しています。12月には初めての収穫に大喜び。
カフェはメンバーの笑顔でいっぱいになりました。経験者の方を中心に、
ワイワイとおしゃべりしたり、葉っぱに着いた虫に悲鳴をあげたりしながら
手入れをしました。次は春の植え付けが楽しみです。
認知症当事者の応援をしたい方、認知症当事者や家族の方で活動に参加したいなど、
お気軽に基幹型地域包括支援センターまでお問い合わせください。

総務グループ  ☎84－2011問い合わせ先

瀬戸市社会福祉協議会では昨年8月からスタートした『せとっち
エール便』（食料品の無料提供）を続けています。ひとり親の世帯
や新型コロナウイルス感染症の影響等の理由で経済的にお困り
の方などを対象としています。詳しくは瀬戸市社会福祉協議会
までお問い合わせください。

※認知症サポーターとは…
認知症について正しい知識を持ち、温かい気持ちで認知症の方や家族を見守る応援者です。
市内の地域包括支援センターや社会福祉協議会でも認知症サポーター養成講座を開催しています。
ご興味のある方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

青虫との
戦いでした

ジャガイモ
の収穫

ミニ大根＆
ラディッシュ

ボランティアに関する相談も
同時開催しています。

せとっちエール便（食料支援）のお知らせ

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況により、中止または予定変更となる場合があります。
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No.1246

障がいがある方を対象に、創作活動やレクリエーショ
ン活動を通して、社会参加の機会や生きがいづくりが
できるようお手伝いをします。

事業グループ　
☎84－2011  FAX85－2275

問い合わせ先

＊見学は随時受付中！
まずは、ご相談ください。

地域活動支援センターって？地域活動支援センターって？

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。

利用の方法利用の方法

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

営業日・利用時間営業日・利用時間

所得に応じて設定された基本料金
の1割負担（上限あり）と、
昼食代、おやつ代、
材料費は実費
負担です。

利用料金利用料金

やすらぎ地域活動支援センター 利用者募集中

創作以外にも
レクリエーションで、
手形アートや陶芸
（干支づくり）にも

挑戦！

買い物に
出かけることも

屋外でグランドゴルフ
にチャレンジする
こともあるよ！

やすらぎ地域活動支援センターは、障がいのある方が家から出かけて過ごす居
場所の一つです。仲間同士のコミュニケーションや相談ごとが気軽にできるよ
うアットホームな雰囲気づくりを心がけています。

た来にここ、どけだりかばでん転寝とい痛い痛、ばれいに家「、はらか方るす用利
ら楽しくて時間が過ぎるのもあっという間、痛いことも忘れてしまう。」と。
まずは、家から出かけて一緒におしゃべりしませんか。

一緒にいろんな
ことにチャレンジして

みませんか！



事業グループ　☎84－2011問い合わせ先

やすらぎ会館（プレイルーム・老人福祉センター・貸室）
の利用について
やすらぎ会館（プレイルーム・老人福祉センター・貸室）
の利用について
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※新型コロナウイルス感染症への対応状況など
　により、利用内容を変更する場合があります。
※ご利用の際には、体調を整え、マスク着用・
　手洗い徹底、3密の回避にご協力ください。

◎事前予約制（電話のみ）
　※一週間ごとの予約受付
　　予約受付／月～金（午前9時30分～午後4時30分）
◎利用日
　月・火・水・金・土（祝日を除く）
　①午前9時～11時30分  ②午後1時30分～4時  の2部制

２階　　　　
プレイルーム
(市内在住の方)

3階　　　　　　
老人福祉センター
(市内在住の方)

各部屋の利用人数・内容を制限しております。貸室（５階以外）

9月30日（木）までは、利用できません。５階（全室）

場　所 内　　　　容

◎利用日
　月・水～土（祝日を除く）午前9時～午後0時15分
◎利用できるもの
　浴室・送迎バス・ヘルストロン・
　マッサージチェア・談話コーナー
　※浴室は月・水～金で要予約
　※送迎バスは月・木コース
　（詳しい運行日は、おたずねください。
　 ご利用には事前登録が必要です。）
◎利用できないもの
　囲碁・将棋・健康麻雀

プレイルーム・老人福祉センター・貸室のご利用は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止などのため、予約や利用人数の制限をさせていただいております。ご理解とご協力をお
願いいたします。また、プレイルーム講座や福祉教室の開催は検討中です。今後の予定や変
更内容については、ホームページでお知らせいたします。

（令和3年2月19日時点）



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

丸山好雄  様
ダスキン小島商会  様
瀬戸市仏教会  様
瀬戸北ロータリークラブ  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。 

11月
12月

1月

せとっちの

ふくし川柳作品発表

社協だよりNo.123（１月号）で募集をした「せとっちのふくし川柳」にたくさんの
応募をいただき、ありがとうございました！
審査の結果、優秀作品に下記の作品が選ばれました。おめでとうございます！

社会福祉協議会では、社協だよりで皆さまに参加していただける企画をこれからも掲載していきます。

「人のつながり」
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