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各種講座のご案内
よりどころ紹介
あなたもチームオレンジに
参加してみませんか！
人がよりそい、つながりを
深める  福祉のまちづくりに　
参加しませんか？
令和3年度事業計画・予算
オンラインサロン担い手
養成講座を開催しました。
寄付金等のご報告
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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。

瀬戸市社協
マスコットキャラクター
せとっち

プレイルームの壁紙が新しくなりました！

抗菌仕様の壁紙に変わりました。
空気清浄機を4台導入し、感染症
予防対策を行いながら開館して
います。
室内や使用したおもちゃなど、
皆さまに安心してご利用していた
だけるよう定期的に消毒を行って
います。

＊プレイルームの利用は、予約が必要です。
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各種講座のご案内

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

小学生講座

育児講座

17月26日（月） 午前10時～正午
22階 視聴覚室　
g共同募金を題材に習字の
　 アドバイスをもらい宿題を完成させる
3小学1年生～6年生　420人　7無料　
57月1日（木）～7月15日（木）

宿題アドバイス 習字の部
17月30日（金）午前10時～正午
21階 第1作業室
g作陶する
3小学1年生～6年生　
410人　7500円　
57月1日（木）～7月19日（月）

陶芸

60歳以上、または障害者手帳をお持ちの方
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。

往復はがきか自宅のFAXで①氏名（ふりがな）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）④年齢⑤教室名⑥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

初心者向け教室

110月5日（火）午前10時30分～11時30分　25階 大集会室　
g新聞紙であそぶ　32歳以上の子とその保護者　
410組（託児なし）　7無料　59月15日（水）～9月27日（月）

新聞紙あそび

（各教室に必要な道具は、ご持参ください）

18月28日（土）
　 午前9時30分～11時
21階 第1作業室　　
gお父さんと一緒に木工体験
3小学3年生～6年生と父親
　（祖父も可）　
410人　7500円
57月31日（土）～8月18日（水）

お父さんと作ろう

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

往復はがきかFAXで①親子の氏名（子のふりがな・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　※締切日必着

スマートフォン教室
1①7月9日（金）②7月16日（金）
　 午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　46人　7無料　
56月15日（火）～7月2日（金）

（2日間コース）

パソコン教室（6日間コース）
1①8月24日（火）②9月7日（火）
　 ③9月14日（火）④9月21日（火）
　 ⑤9月28日（火）⑥10月5日（火）
　 午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　46人　
7無料　
57月15日（木）～8月2日（月）

フレイル予防教室
1①8月26日（木）②9月9日（木）
　 ③9月30日（木）④10月7日（木）
　 ⑤10月14日（木）⑥10月21日（木）
　 午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　46人　
7無料　
58月2日（月）～8月16日（月）

（6日間コース）

利用者さんの興味
があることを学ん
でいきます。基本
的な操作を覚え
ましょう。

資料に沿って
基本から学び
ます。

コロナ禍でも
少し身体を動
かし頭の体操
もしましょう。

※新型コロナウイルス感染症のまん延状況により変更または中止となる場合があります。   
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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

1開催日時　2場所　g内容　3対象者　4定員　7費用　f持ち物　5申込期間

往復はがきかFAXで①氏名（ふりがな）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）
④学年⑤講座名を記入し、お申し込みください。　※申し込み多数の場合は抽選　※締切日必着

申込
方法

電話かFAXで①氏名（ふりがな）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）
④学校名・学年を記入し、お申し込みください。　※申し込み多数の場合は抽選　※締切日必着

どんな作品が
できるかな？

18月10日（火）午前9時30分～正午　22階 視聴覚室　
g共同募金を題材にポスターのアドバイスをもらい
　 宿題を完成させる
3小学1年生～6年生　420人　7無料
57月15日（木）～7月26日（月）

宿題アドバイス ポスターの部

17月31日（土）午後1時30分～3時30分
22階 視聴覚室　
g蚊帳ふきんにすきな図柄を刺し子する
3小学1年生～6年生　
415人　7300円　
57月1日（木）～7月20日（火）

手芸

※新型コロナウイルス感染症のまん延状況により変更または中止となる場合があります。   

書道教室（6日間コース）
1①7月13日（火）②7月20日（火）
　 ③7月27日（火）④8月3日（火）
　 ⑤8月10日（火）⑥8月17日（火）
　 午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　46人　
7無料　
56月15日（火）～7月2日（金）

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

こどもふくし体験きゃらばん
核家族化が進み、コミュニティの希薄化が進む中で日常的に高齢者や障がいのある方と関わる機会が少なくなって
います。福祉・ボランティア体験を通して「共に生きる」心を育むことを目的に開催します。

絵手紙教室（4日間コース）
1①7月30日（金）②8月13日（金）
　 ③8月20日（金）④8月27日（金）
　 午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　
46人　
7500円　
57月1日（木）～
　 7月19日（月）

お手本を参考に
真剣に取り組ん
でいます。

季節の植物を
題材にした絵手
紙になります。

17月27日（火）・8月3日（火）の2日間コース  午前9時30分～午後3時
22階 視聴覚室　g手話、ふくし新聞づくり等　3小学4年生～6年生　
410人程度　7無料　F飲み物、昼食　57月1日（木）～7月19日（月）
協力団体：福祉ボランティアなど
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わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

みんなの
サロン

No.30
東山町2丁目で毎月開催しています。どんなことで
も気軽に話し合える関係性を目指しています。お茶
を飲み、おしゃべりをしながら楽しく過ごしていま
す。地域性から若い方が多い場所ですが、年齢や性
別など関係なく参加を募集しています。どなたでも
気軽にご参加ください。

地域支援グループ☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

No.33
20年程前からリズム体操とおしゃべりをメインに開催
しています。「気分転換になるわ」「介護予防が目的」
「出かける場所があることが大切」と参加者の目的や
想いは様々ですが、「ここに来ることで幸せになれるよ
うな居場所にしよう」という想いで『小空町ハッピーク
ラブ』と名付けました。新しい仲間も募集しています。

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、
毎号、「　　　　　　」を紹介していきます。

No.34
令和元年から地区社協が、陶原公民館を利用して、
毎月第3水曜日に開催しています。雰囲気は、なご
やかで皆さん集まって情報交換の場にもなってい
ます。老人クラブの方もグランドゴルフの帰りに立
ち寄られたりしています。公民館のご近所の方に多
く利用してもらい交流の場になればと思っています。

小空町
ハッピークラブ

和（なごやか）

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

日時：毎週水曜日/午前10時～11時30分　場所：小空町集会所　代表者：大久保さん

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。

No.32

日時：第4木曜日/午後2時～4時　場所：東山町　代表者：佐藤さん
　

日時：第2・4土曜日/午後1時30分～3時　場所：東山集会所　代表者：駒形さん
　

10年程前より、ご近所の方が声をかけ合い、スタート
しました。その後は口コミで広がり、参加者の特技を活
かして漢字クイズやクッキング、歌を歌ったり、お花見、
お誕生日のお祝いなど毎回20名前後の方が集まり、楽
しんでいます。何かあったらお互いに声をかけ合い、見
守ることができるような関係性を大切にしています。

東山町
交流サロン

日時：第3水曜日/午前9時30分～正午　場所：陶原公民館　代表者：三浦さん　参加費：100円
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令和3年4月1日から瀬戸市で始まったチームオレンジは、
認知症の方の社会参加と認知症サポーターなどの活動を推進する仕組み
です。認知症の方の意思を尊重し「やりたいこと、やってみたいこと」を
実現するためにサポート可能な認知症サポーターなどをマッチングします。
認知症の方が安心して暮らし続けられる地域づくりを目指しています。

チームオレンジ オレンジサポーター
この研修でより深く認知症について学びませんか。研修終了後、
チームオレンジに登録すると、オレンジサポーターとして活動が
できます。（登録は自由です。受講のみも可。）

あなたも

チームオレンジ

に参加
して

 みませんか！
チームオレンジ

認知症の方の“やりたいこと”をサポートします！

昔はよく仲間と
山登りに行ったけど、
また山登りが
したいなぁ・・・

私も山登りが好き！
Aさんは道案内があれば
また山登りできるかも！

でも道に
迷わない？

マッチング

「認知症サポーターステップアップ研修」を開催します「認知症サポーターステップアップ研修」を開催します

令和3年7月14日（水）午後1時30分～3時30分日　　時

7月7日（水）まで受付期間

瀬戸市文化センター  文化交流館  22会議室　場　　所

過去に「認知症サポーター養成講座」を修了した方資　　格

①認知症支援の必要性や意義について学ぶ
②事例を基に認知症サポーターの活動を学ぶ
など

内　　容

下記へ電話またはFAXにて申し込み
①研修名：認知症サポーターステップアップ研修
②名前  ③住所  ④電話番号

申込方法

申し込み・問い合わせ先：瀬戸市認知症地域支援推進員（瀬戸市基幹型地域包括支援センター内）  
　　　　　　　　　　   ☎88-1294  FAX88-2633

●

過去に認知症サポーター養成講座を修了された方を対象に

※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。

※新型コロナウイルス感染症のまん延状況により、変更または中止となる場合があります。

認知症サポーター
養成講座  受講

マッチング

チームオレンジに登録

オレンジサポーター
として活動！

認知症サポーター
ステップアップ研修  受講

オレンジサポーターに
なるには…

本人が「やりたいこと」 サポーターの「できるかも！」
瀬戸市では認知症サポーターのできる活動内容とご本人・家族の依頼内容をマッチングし、
本人が「やりたいこと」を、サポーターの「できるかも！」で支えていきます。

道を間違えることなく、安全に本人の希望である山登りを実現！！

Aさんが登りたい山の地図をBさんと一緒に見ながら山登り

チームオレンジの活動例

認知症のAさん サポーターのBさん

Aさんの家族

※
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社会福祉協議会（社協）とは

住民の地域福祉活動に対する支援（サロンの立ち上げ、地域のつながりづくり）
ボランティアをしたい・してほしいといった声のマッチング、ボランティアの養成
小中学校・高校の児童・生徒に対する福祉体験等を通じた福祉教育の推進
新型コロナウイルス感染症の影響等、経済的な支援を必要とする方に対する
生活福祉資金等の貸付
日常生活自立支援事業（認知症や障がい等により判断能力に不安のある方を
対象とする事業）

社協は例えばこんな活動に取り組んでいます。
・
・
・
・

・

令和2年度  法人会員・施設会員の皆様

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない
民間組織です。
全国・各都道府県・各市町村で組織されており、地域に暮らす皆様の
ほか、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係
者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住
み慣れたまちで安心して生活するため、様々な活動を行っています。

（有）古瀬戸陶土製造所、（有）要製作所、勝野窯業原料（株）、（株）幸楽縁、
（株）サン・ドリームナゴヤ、(宗)宝生寺、(医)あい愛会、(宗)寶泉寺、大橋運輸（株）、
（有）サカザキ、丸ス釉薬(資)、岡村管工業（株）、（株）丸ウ製陶所、（株）青山精工、
（株）峰洋、（株）タナカポンプ、東名ブレース（株）、塚本不動産（有）、（有）品野衛生社、
（株）マイティミズタニ、尾張東流通センター（株）、深川神社、聖新陶芸（株）、
中愛（株）、（株）IMARUYO、（株）インロック（順不同、敬称略）
※スペースの都合上、多数の口数にご協力いただいた法人会員様の掲載とさせていただ
　きます。なお、ホームページには全法人会員様を掲載しております。

法人会員

ふたば保育園、ひかり保育園、ぽっぽ保育園、みずの保育園、東保育園、瀬戸北保育園、
萩山保育園、愛厚ホーム瀬戸苑、ふたば作業所、ふたば園、ふたばホーム、アニモの家、
ウィローふたば、まゆ、中央高齢福祉センター、みどり保育所、樹の里、ケアプラザ瀬戸、
麦の里、たんぽぽ菱野の里、ひかりみつる保育園（順不同、敬称略）

法人会員・施設会員の皆様、ご協力いただき厚く御礼申しあげます。
今後ともご支援賜りますようお願い申しあげます。

施設会員

会員の
種類

令和
2年度の
加入実績

会費
（年間1口
あたり）

施設会員 2,000円 21施設

法人会員 3,000円 159法人

令和3年度の
法人会員・施設会員
加入のお願い



瀬戸市社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的とする団体として、
地域福祉活動計画の基本理念である
「気づき、よりそい、手をつなぐ  私たちのまち  せと」の
実現に向けて事業を展開します。

令和3年度
事業計画・予算

福祉のまちづくりのために

介護保険・障害者総合支援

瀬戸市などからの受託事業

ボランティア関連

その他
　 地域生活支援（地域活動支援センター）事業
　 居宅介護支援（ケアプラン作成）事業
　 介護予防支援（介護予防ケアプラン作成)事業

　 本会の運営基盤の安定強化
★ 瀬戸市共同募金委員会への支援
★ 日赤瀬戸市地区への支援

　 生活支援コーディネーター配置業務
　 （第1層・第2層）
　 地域包括支援センター(基幹型・地域型)事業
　 やすらぎ会館の管理・運営
★ 団体事務運営事業（６団体）
★ 身体障害者福祉センターの運営
★ 老人福祉センターの運営
★ プレイルームの運営
★ 新型コロナウイルス感染症対策緊急生活支援事業
★ 日常生活自立支援（福祉サービス利用支援）事業
★ 介護保険訪問調査事業

　 

　 災害ボランティアセンターの体制整備
★ ボランティア団体への支援
★ ボランティア相談の実施
★ 各種ボランティア講座の開催
★ 福祉実践教室の地域展開
★ ボランティアコーディネーターの育成及び
　 活動促進

　は重点事業
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事業活動による収入計

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、必ずしも100％とはなりません。
※事業計画・予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。

296,047千円
施設整備等による収入計

0千円
その他の活動による収入計

26,733千円
前期末支払資金残高

6,114千円
収入計

328,894千円
事業活動による支出計

299,988千円
施設整備等による支出計

1,289千円
その他の活動による支出計

27,117千円
予備費

500千円
支出計

328,894千円

収
　
　
入

支
　
　
出

　 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～の推進
　 生活困窮世帯への支援
　 ふくしボランティアフェスティバルの開催
　 地域担当制の実践強化
★ 地区社協活動（19地区）の支援
★ マスコットキャラクターを活用した
　 広報啓発活動の推進
★ 社協だより・ホームページ等の充実
★ 子育て支援・子育てサロンの充実
★ 地域支えあい会議の実施
★ 買い物支援活動等のサポート
★ 子ども食堂、フードパントリーの実施
★ 歳末たすけあい募金配分事業
★ ふくし出前講座の実践
★ やすらぎ木曜市の開催及び地域的展開
★ 心配ごと・法律相談、福祉総合相談の実施
★ 福祉奨学金の支給
★ おもちゃ図書館「クレヨン」の運営
★ 各種事業・団体への助成

令和3年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会  法人全体収入支出予算
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寄付
金等のご報告

4月　瀬戸遊技場防犯組合  様
　　  イオンリテール株式会社
　　  イオン瀬戸みずの店  様

その他、匿名希望の方（8件）
からもご寄付をいただきました。 
合計　1,472,419円 
皆さまの温かいご支援に
感謝申しあげます。 

毎年、8月初旬に地域の皆さまに楽しんでいただく、恒例の夏のイベント「福祉夏
まつり」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。◆福祉夏まつり

オンラインサロン担い手養成講座を開催しました。

瀬戸市内には、「身近な地域で誰もが集まることができる居場所」が多く
あります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響から簡単に集まるこ

とができなくなってしまいました。そこで、集会所や公民館などに集まらなくても
インターネットを活用し、顔を合わせて交流できる仕組みづくりを地域に広めて
いくことを目的に開催しました。

開催
目的

今回は、3月15日（月）と3月22日（月）の2日間コースとして開催し14名の
参加がありました。基礎的なZoomの使い方や東京都東久留米市でオン

ラインサロンを実施している『シニア向け傾聴サービス おしゃべりクラブひまわ
り』代表の沖原寧子氏を講師に、オンラインサロンの効果や様子等をお話いただ
きました。参加者からは「仲間がいればオンラインサロンを開催してみたい。」と
いう感想が出されました。

講座
内容

間違い探し：夏の夜空の天体観測 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 8 つあります。 解答は絵の下にあります。

1.左少年のTシャツの番号が違います。2.左少年のさす指の形が違います。3.真中の子供が帽子をかぶっています。4.真中の子供のTシャツの色が違います。
5.真中の子供の靴の色が違います。6.右女の子のスカートの色が違います。7.星の数が違います（3つ少ないです）。8.望遠鏡のラインの色が違います。


