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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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No.1282

地域支援グループ　☎84－2011  FAX85－2275問い合わせ先

支えあい・寄り添いあう地域を一緒につくりませんか？

◆地域の悩みごと・困りごとをお聴きします。
◆支えあい活動を地域の皆さんと作り、広げていきます。
◆支えあい活動に必要な担い手を地域の皆さんと共に探していきます。
◆困っている人と支えあいの活動をつなぎます。
◆地域団体・企業・NPOなど支えあいのためのつながりをつくります。
 

２０２５年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となります。
住み慣れた地域で、元気に暮らし続けられるように地域全体で支え
あう仕組みを考え、一緒につくっていきませんか？

あんな悩みごと・こんな悩みごとあんな悩みごと・こんな悩みごと

こんな支えあい活動があります。こんな支えあい活動があります。

ちょっとだけお願い
したいことがあるの
だけど、誰に聞いたら
いいのかしら？？

買い物に
行きたいけど、遠くて
いけないわ。

地域で
活動したい！

社会貢献したい！

地域で
仲間をつくりたい
けど、どうしたら
いいのだろう？？

サロン活動
おしゃべり交流の場

レクリエーション活動

※市の委託事業である生活支援コーディネーターと一体的に市内全域を担当
　しています。

社会福祉協議会では地域担当制を設けています。

地域担当と生活支援コーディネーターの役割は？

地域担当と
生活支援コーディネーター
へご相談ください！
皆さんと一緒に解決策

を考えます。

そんな時は
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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。

詩吟の好きな仲間が４～５人集まって、
詩吟やおしゃべりなどを楽しんでいます。
ボケ防止にもなっていま～す。誰もが口ず
さめる唱歌などを詩吟にアレンジしたり、
馴染みやすくして初心者の方でも楽しんで
いただけるように工夫しています。

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。

。すまきいてし介紹を」　　　　　　「、号毎、はでらちこ
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：毎月第２・第４水曜日/午後1時～3時　場所：東赤重町　代表者：伊藤さん

笑いながら話せる場所が欲しいと思い、
水北町の住民の方に回覧板で参加者を募
集し、令和2年10月より始めました。おしゃ
べりしながら、年末にはミニ門松やしめ縄
などを作って楽しんでいます。

日時：毎週火・木曜日/午後2時～4時　場所：水北町  八幡神社  社務所　代表者：尾関さん

昔からのご近所つながりで自然に集まる
ようになりました。昔、お店を営んでいた
土間で、みんなでわいわいおしゃべりを
しています。ご近所の方は、ぜひ、ご参加
ください。

日時：不定期（週に2、3回）/午後2時30分～3時30分　場所：東本町　

＊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、活動を中止・中断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。

詩吟楽友会
No.40

いりゃ～せ
水北

No.41

No.42

おむすび

瀬戸市地域
支えあいマップ
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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  

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。

申込
方法

初心者向け教室
（各教室に必要な道具は、ご持参ください）

絵手紙教室（4回コース）

1①6月10日（金） ②6月24日（金）
　 ③7月8日（金）   ④7月22日（金）
　 午前10時～正午
21階 第2作業室　46人　7500円
55月2日（月）～5月23日（月）

フレイル予防体操（4回コース）

1①6月23日（木） ②7月7日（木）
　 ③7月21日（木） ④7月28日（木）
　 午前10時～正午
25階 リハビリ室　48人　7無料
55月16日（月）～5月30日（月）

スマートフォン教室（2回コース）
1①7月13日（水） ②7月20日（水）
　 午前10時～正午
21階 第2作業室　46人　7無料　
56月13日（月）～6月27日（月）

申込
方法

小学生講座

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

宿題のアドバイス
習字の部

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

申し込み・問い合わせ先

17月25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
　 もらいながら宿題を完成させましょう　
3小学3年生～6年生　420人　7無料　
57月1日（金）～7月15日（金）

宿題のアドバイス
ポスターの部
18月9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
　 もらいながら宿題を完成させましょう　
3小学1年生～6年生　420人　7無料　
57月15日（金）～7月25日（月）

陶芸
17月29日（金）午前10時～正午　
21階 第1作業室
g土に触れ作陶します
3小学1年生～6年生　410人　
7500円　
57月1日（金）～7月19日（火）

手芸
17月30日（土）午後1時30分～3時30分
22階 視聴覚室　
g刺し子のやり方を教えてもらいましょう
3小学1年生～6年生　
410人　7300円　
57月1日（金）～7月20日（水）

往復はがきの
記入例

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車椅子利用の有無を記入し、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） ※締切日必着 ※日程は変更になる場合があります。
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事業グループ  ☎84－2011
問い合わせ先

入園前の子をもつ保護者の方

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

申し込み・問い合わせ先

申込
方法

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

みーつけた！（自然探し）
15月18日（水）、
　予備日5月25日（水）
　午前10時30分～11時30分
2やすらぎ会館前 河川敷
g春の自然を探しましょう
32歳以上の子と保護者
410組（託児なし）71組100円　
54月15日（金）～5月6日（金）

作ってあそぼ
16月7日（火）
　 午前10時30分
　 ～11時30分
23階 和集会室
g身近にある材料で製作します
32歳以上の子と保護者　
410組（託児なし）7無料　
55月13日（金）～5月26日(木）

陶芸
15月13日（金）
　 午前10時～正午
21階 第1作業室
g土に触れ作陶します
3入園前の子と保護者　
48組（託児あり）　
71組500円　
54月15日（金）～4月27日（水）

チームオレンジ
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できます。（登録は自由、受講のみも可。）

「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

認知症サポーター養成講座を修了している方、両日参加可能な方対 象 者

30名（先着順）定　　員 筆記用具持 ち 物

以下の窓口か電話で申し込み 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

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）  
☎881294

新型コロナウイルス感染症による感染拡大
防止のため、事前に電話予約が必要です。

※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人たちのことです。
※認知症サポーター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。

ボランティアを募集しています！ボランティアを募集しています！

瀬戸おもちゃ図書館
「クレヨン」とは

瀬戸おもちゃ図書館
「クレヨン」の

やすらぎ会館の1階にあり、おも
ちゃを通して、親子で遊ぶところ
気に入ったおもちゃは借りること
ができる（障がいのある子が対象）

対象者は
市内在住の小学生以下
の障がいのある子とその
保護者
市内在住の乳幼児とその
保護者

子どもが好きな方、手作りおもちゃに興味がある方など、ご連絡お待ちしております。

・

・

・

・

※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。 

開館日 第1・2・3土曜日（祝日を除く）
①午前9時30分～10時30分 ②午後１時30分～2時30分

4月19日（火）
午後2時～3時30分

瀬戸市文化センター
文化交流館  31会議室

愛知県認知症希望大使の近藤葉子さんをお招きし、
認知症当事者の想いをお聞かせいただきます。

全2日

1日目

4月26日（火）
午後2時～4時

瀬戸市文化センター
文化交流館  22会議室

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

2日目

日時 場所 内容
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［問い合わせ先］瀬戸市社会福祉協議会ボランティアセンター　☎84－2011  FAX85－2275
Eメール：vc@seto-shakyo.or.jp　　　　　　　　　　　

SETO ボランティア情報

瀬戸市社会福祉協議会ではボランティアに関する様々な取
り組みを行っています。『ボランティアをしてみたい』『こんな
ボランティア団体を作りたい』と思ったらご連絡ください！！

人 の 役 に 立 ち た い ！

地 域 に 貢 献 し た い ！

特技を活かした活動をしたい！

「ボランティアをしたい」「こんなボランティアが
あったらいいのに」などのボランティアに関する
相談を行っています。
日時：月～金曜日  午前8時30分～午後5時15分

ボランティア相談
ボランティアを募集したいという福祉施設
などの情報をホームページに掲載していま
す。活動を希望する方や募集したい方はお
声かけください。

ボランティア募集

瀬戸市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター登録団体への
活動依頼を受け付けています。

ボランティア活動の紹介、体験、楽しい交流
を通し、やってみたいことがみつかる場です。
・開催日についてはホームページをご参照く
　ださい。
※ボランティアコーディネーターによるボラン
　ティア相談も受け付けています。

ボランティア活動依頼 ほのぼのボランティアサロン

ボランティア活動を身近に感じていただく
ため、様々な講座を開催しています。
・ボランティア入門講座
・こどもふくし体験きゃらばん
・福祉実践教室サポーター養成講座など

ボランティア登録 各種講座の開催

（祝日を除く）

（令和4年2月現在）

・老人クラブの行事で大正琴の演奏をしてほしい。
・保育園でマジックを披露してもらいたい。例

ボランティア登録をして活動の幅を広げてみません
か？現在、79団体・13人の個人がボランティアセン
ターに登録し活動を行っています。
・ホームページや社会福祉協議会の窓口で登録団体
　を閲覧できます。
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旅行や外出、通院、ケガなどで一時的に車いすを必要
とする際に、１か月以内で必要な日数を貸し出します。
（介護保険の要介護認定を受けている方で、長期的に
車いすが必要な方は、介護保険のレンタルをご利用く
ださい。）

誰もが地域で安心した暮らしを送るためには、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、地域福祉のために会員として
ご協力いただきますようお願いいたします。

令和
4年度

総務グループ  ☎84－2011問い合わせ先

一般会員
〈年間１口あたり〉
1,000円

募集方法
地区社協の役員や
自治会・町内会を
通じてご協力
お願いします。

令和3年度
の実績
8,744件

8,908,000円※強制では
　ありません。

車いすの無料貸し出し

車いすを必要とする方が旅行
や通院など外出するために、
1回につき２日まで貸し出し
ます。（ガソリン代、駐車料金
などは自費）

地域福祉の推進を図ることを
目的とする団体である社会福

祉協議会の活動に、多くの住民の皆
さまが参加していただく方法として
会員制度を設けています。

車いすスロープ付
軽自動車の無料貸し出し

瀬戸市にはおおむね自治会連区を単位とする19の地区社協が
あり、地域の状況に合わせて高齢者や子育て中の親子向けのサロ
ン活動などを実施しています。

地区社協事業の実施

ご理解ご協力
お願いいたします。

社会福祉協議会「会員募集」のご案
内

会費の使わ
れ方として

どうして会員制度？

※いずれの写真も過去の様子です。



 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

No.1288

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

寄付
金のご報告

株式会社セブン-イレブン・ジャパン  様
匿名（1件）
NTT瀬戸退職者の会  様
匿名（5件）
瀬戸市仏教会  様
ダスキン小島商会  様
愛知県労働者福祉協議会
尾張東支部  様

合計923,621円のご寄付をいただきました。
皆さまの温かいお気持ちに感謝いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の利用時間を変更しております。詳しくはお問い合わせください。

11月

12月

1月


