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共同募金だより
出張！せとらカフェ♪
日常生活自立支援事業
各種講座のご案内
災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練のお知らせ
福祉お楽しみ交流会
よりどころ紹介
生活福祉資金貸付制度
福祉奨学金支給のご案内
4月号表紙イラスト大募集！
寄付金のご報告

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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赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール

西陵小学校6年  中村  太一  さん愛知県知事賞

赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール

愛知県知事賞

第73回 受賞おめでとう
ございます！

愛知県共同募金会が主催する、第73回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールにおいて、瀬戸市内
では4名の方が入賞されました。



赤い羽根協賛赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール児童生徒作品コンクール
最優秀賞受賞者最優秀賞受賞者

瀬戸市共同募金委員会が実施した、令和3年度赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール
において、最優秀賞を受賞された14点を紹介します。
昨年度に引き続き、コロナ禍という大変な状況の中にもかかわらず、総数4,011点
（書道2,951点・ポスター1,060点）とたくさんのご応募をいただきありがとうございました。

共同募金だより

〈書道の部〉

●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 （クリスマス会  など） 問い合わせ先 共同募金委員会  ☎84－2011

No.1272

歳末たすけあい募金とは
新たな年を迎える時期に、支援を
必要とする方たちが地域で安心
して暮らすことができるよう支援
するために12月にお願い
させていただく募金です。

幡山東小学校3年
在郷  帆乃

幡山中学校2年
土田  悠愛

にじの丘小学校4年
酒井  杏音

幡山中学校1年
堀江  祐果里

水無瀬中学校3年
德島  実弥

東山小学校1年
中村  柚咲

西陵小学校2年
山下  紗良

陶原小学校5年
山本  理月

陶原小学校6年
長尾  紗雪

水無瀬中学校1年
徳永  雄干

南山中学校2年
加藤  千晴

水野中学校1年
鈴木  杏香
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令和3年度

（敬称略）

西陵小学校4年
角  一輝

募金はどんなことに使われているの？

歳末たすけあい募金活動にご協力を！歳末たすけあい募金活動にご協力を！
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①福祉サービスの利用援助 福祉サービス利用のお手伝いをします。
日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。

サービスの種類 援助内容 利用料

総務グループ　☎84－2011  FAX85－2275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

日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自分ひとりで契約などの判断を
することが不安な方、お金の出し入れや書類の管理などをすることに不安のある方を対象とした事業です。

※①を基本に、ご希望やご本人の状況などに応じて、②や③のサービスを合わせて利用することができます。

　9月の世界アルツハイマー月間に合わせ
て令和3年9月14日（火）アピタ瀬戸店様で
「出張！せとらカフェ♪」を開催しました。
　当日は認知症地域支援推進員による認知症ミニ
講座や、脳と体を動かすコグニサイズを行い、参加
者からは「認知症についてより理解できた」と好評
をいただきました！
　今後もアピタ瀬戸店様で定期的に認知症啓発
イベントを開催する予定です。皆様、お気軽にご参
加ください。詳しい日程などは以下の問い合わせ
先までご連絡ください。

1回1,200円
生活保護受給者
は無料

③書類などの預かりサービス 大切な書類などをお預かりします。 年間3,000円
(月額250円)

支 援 事 業 の ご 案 内立自活生常日

日常的なお金の出し入れをお手伝いします。②日常的金銭管理サービス

基幹型地域包括支援センターでは、地域での認知症啓発活動を行っています。
地域貢献活動の一環として認知症啓発イベントの開催などにご協力していただけ
る地域の企業・団体様を探しております。また、認知症の出前講座なども行って
いますので、ぜひご検討ください！

地域の企業・団体様へ
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各種講座のご案内 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

申込
方法

自宅のFAX・電話・メールで①氏名（ふりがな）②住所③電話番号
（受信可能なFAX番号）を記入し、お申し込みください。

往復はがきか自宅の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。　※申込多数の場合は抽選　※締切日必着

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

令和3年度  ほのぼのボランティアサロン（ボランティア相談も行っています）
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。
体験を通して、ボランティアを身近に感じてみませんか？ 

1令和4年1月29日（土）午後1時30分～3時　25階 大集会室　
410人（先着順）　7無料　5令和4年1月4日（火）～1月21日（金）
協力団体：ボランティアコーディネーター、災害救援ボランティアせと

災害で活用できる用品をつくろう

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開催を中止する場合もあります。

デコ・アクセサリー作り
1令和4年3月28日（月）午後1時30分～3時
21階 第1作業室
g容器をデコレーションしたり身近
　 なものでアクセサリーを作ります
3小学3年生～6年生　48人　
7300円　
5令和4年3月1日（火）～3月15日（火）

小学生講座（3年生～6年生）

申込
方法

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学年⑤講座名を記入し、お申し込みくだ
さい。   ※申込多数の場合は抽選　※締切日必着

申込
方法

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

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

入園前の子とその保護者

1令和4年2月1日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室　
g身近な材料を使って
　 製作します
32歳以上の子と保護者　410組（託児なし）　
7無料　5令和4年1月14日（金）～1月25日（火）

作ってあそぼ
1毎週木曜日（祝日除く）午前10時～11時30分
22階 プレイルーム
gあそびやおしゃべりをしてママ友づくりを
　 お手伝いします
37か月までの乳児と保護者　410組（先着順）
7無料　5利用希望日の1週間前から前日まで
※申込方法は電話か自宅のFAX

ベビママあつまれ～♪

7か月までの乳児と保護者

どのような物を
作るかは当日の
お楽しみ！

お友達と
おそろいの物を
作りませんか？

往復はがきの記入例
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令和4年2月27日（日）日にち

午前9時～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。

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

災害ボランティアセンターをご存じですか？
今年も地震や豪雨による大きな災害が国内で発生しています。瀬戸市で災害により大きな被害が発生した
場合には、瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）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。

今年度は新型コロナウイルス感染症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ご連絡をお願いいたします。

老人福祉センター  ☎84－2011

福祉お楽しみ交流会

令和4年2月18日（金）・19日（土）
午前10時～午後3時

2階  視聴覚室作品展
やすらぎ会館利用者や福祉教室参加者の絵画・陶芸・編み物などを展示します。

日時 場所

体験コーナー

①・②各6人定員

令和4年2月18日（金）
①午前10時～
②午後1時～

編み物体験
日時

2階  視聴覚室場所

令和4年1月14日（金）～2月4日（金）電話にて先着順  定員になり次第終了となります。申込方法

12人定員

令和4年2月19日（土）
午前10時～11時30分

ボッチャ体験
日時

5階  大集会室場所

20人定員

令和4年2月19日（土）
午後1時30分～2時30分

フレイル予防体操
日時

5階  大集会室場所

参加
無料

市民
対象

申し込み・問い合わせ先
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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
方はお気軽に社会福祉協議会までご連絡ください。

約9年前から地域の交流できる場所となる
よう実施し始めました。手芸や地域包括支
援センターによる講話、連区の防災リー
ダーの方による防災勉強会、おしゃべりな
どを楽しんでいます。分からないことでも相
談し合えるように、温かく、和やかな雰囲気
づくりを心掛けています。

地域支援グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

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。
社会福祉協議会のホームページ「瀬戸市地域支えあいマップ」に掲載して
いますのでご覧ください。

日時：第2金曜日/午前10時～12時　場所：八王子神社  参集殿　代表者：河部さん　参加費：100円　

田端町では月１回、地域の方が集まり交流
サロンを行っています。コマやつるし飾りな
どを折り紙で作成し、時には效範、東山小
学校の昔遊びの授業で子どもたちにプレゼ
ントもしています。町内の方の協力もあり、
参加される方からは毎回、笑顔が見られ楽
しい場所となっています。

日時：第3土曜日/午後1時30分～3時　場所：田端町集会所　代表者：山田さん

川西町の皆さんが楽しみにされている月に
一度の集まりです。グランドゴルフやクイズ、
参加者の方によるハーモニカの演奏など素
敵な雰囲気のサロンに参加しておしゃべり
をすることが楽しいという声も聞かれます。

日時：毎月15日前後/午後1時30分～3時　場所：川西町集会所　代表者：米林さん

＊いずれの写真も過去の様子です。
＊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などを希望の方は以下
　までご連絡ください。
＊よりどころの掲載順は順不同です。

むしぼしの会
No.36

田端町
交流サロン

No.37

No.38

川西町
交流サロン

ご近所
さんで

集まろう
！

瀬戸市地域
支えあいマップ
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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 http://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4年2月1日（火）～2月14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14日消印有効）

②住民票 世帯全員分（続柄記載あり）
令和3年6月1日以降のもの

③在学証明書 令和4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3年度分（令和2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
貸付を行うことで経済的自立と生活意欲の助長促進などを
目的とした制度です。
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。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

失業等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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応募資格は瀬戸市内に在住・在学している高校1年生～3年生
指定の応募用紙に必要事項を記入し、提出してください。
提出期間は令和3年11月24日（水）～令和4年1月25日（火）
提出方法は
①窓口持参（日曜日・祝日、年末年始を除く月～土曜日の午前8時30分から午後
　5時15分まで）
②郵送（封筒に「社協だより表紙イラスト応募」と記入し、作品に折り目がつかな
　いようにしてください。宛て先は下記の応募先までお願いします。）
立体的な作品（切り絵、貼り絵含む）やデジタル作品は審査対象外となります。
作品のサイズは、八つ切り画用紙（38㎝×27㎝程度）に収めるようにしてください。
イラストは縦・横、自由ですがカラー作品とします。
応募用紙は次の場所で配布します。
①やすらぎ会館１階　事務所
②瀬戸市社会福祉協議会ホームページ(下記URLまたは二次元コード)から
　ダウンロード。
応募点数は一人につき一点のみです。

「気づき、よりそい、手をつなぐ 私たちのまち せと」を連想させるイラストを自由に描いてください。

募集内容

テ ー マ

〒489-0919　瀬戸市川端町1-31（やすらぎ会館）　
☎84－2011  FAX85－2275  http://www.seto-shakyo.or.jp

瀬戸市社会福祉協議会  事業グループ応募先・問い合わせ先

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

寄付
金のご報告

名古屋ヤクルト販売株式会社  様
前田哲次  様
ユニー株式会社アピタ瀬戸店  様
近藤広之  様
名古屋ヤクルト販売株式会社  様
長根第一・第二クラブ  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。

5月
7月

8月
9月
10月

合計521,552円
皆さまの温かいお気持ちに感謝いたします。

表紙イラストを大募集！表紙イラストを大募集！社協だより「そだてよう えがおのたね」
2022年４月号（No.128）の

●

●

●

●

●

●

●

●

●

瀬戸市社会福祉協議会職員による審
査を経て、最優秀賞1点、入選作品を
2点とし事務局から本人宛に通知し
ます。
応募の際に提供された個人情報は適
正に管理し、表紙イラスト募集に関す
る業務以外には使用しません。
賞品は、最優秀賞3,000円分の図書
カード、入選作品1,000円分の図書
カードを贈呈します。

そ の 他

応募に関する確認事項

●

●

●

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

詳しくは募集チラシからご確認ください。

必着

（瀬戸市社会福祉協議会　瀬戸市地域福祉活動計画　基本理念）

募集チラシ・応募用紙
ダウンロード

瀬戸市地域福祉
活動計画 社協だより一覧

瀬戸市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指してさまざまな活
動に取り組んでいます。小中学生の頃に赤い羽根共同募金や福祉実践教室を経験していても、瀬戸
市社会福祉協議会について関わる機会は多くありません。
社協だより「そだてよう えがおのたね」の表紙イラストを募集することで、地域の

福祉活動や瀬戸市社会福祉協議会のことをひとりでも多くの高校生の皆さんに関心を持ってい
ただく機会を作ることを目的としています。

目的

高 校 生 の 皆 さ ん ！


