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共同募金だより
チームオレンジ  活動しています!!
令和4年度ボランティアサロン
災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練を実施します！
福祉お楽しみ交流会
各種講座のご案内
よりどころ紹介
瀬戸北ロータリークラブ様より
車いすをご寄贈いただきました
生活福祉資金貸付制度のご案内
日常生活自立支援事業のご案内
福祉奨学金支給のご案内
寄付金等のご報告
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瀬戸市社会福祉協議会は、持続可能な地域社会の実現を目指し、地域の一員として
SDGsの取り組みを推進できるよう、地域福祉活動に取り組みます。

http://www.seto-shakyo.or.jp
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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社会福祉協議会の事業活動や

地域福祉に関する情報を

発信していきます。

ム
ラ
グ
タ
ス
ン
イ
式
公

！
た
し
ま
め
じ
は

2023
1



No.1312

●要介護高齢者や障がい児者などを
　対象とした各種支給券の交付　
●障がい児向けクリスマス会の開催
●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（ 問い合わせ先 共同募金委員会  ☎84－2011

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
必要とする人たちが地域で安心
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。

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！

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール最優秀賞受賞者赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール最優秀賞受賞者令和4年度
（敬称略）

幡山東小学校4年
中村  結長根小学校5年

牛田  彩葉

陶原小学校6年
西山  真陽琉

水無瀬中学校1年
高橋  妃那

水無瀬中学校3年
鬼頭  知輝 幡山中学校3年

土田  悠愛

にじの丘小学校2年
土屋  裕嗣

コロナ禍が続くなか、総数3,703点
（書道2,804点・ポスター899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。

の方は愛知県の作品コンクール
にて各賞を受賞されました。

共同募金
だより

水南小学校3年
山田  光瑠子

西陵小学校3年
山下  紗良

にじの丘小学校5年
酒井  杏音水無瀬中学校3年

加藤  佳菜子

水野中学校2年
鈴木  杏香

西陵小学校6年
京藤  優希菜

書道
の部

ポスター
の部

西陵小学校5年
角  一輝 賞

会
員
委
育
教
県
知
愛

賞
金

賞
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チームオレンジ 活動しています！！

問い合わせ先 瀬戸市基幹型地域包括支援センター  ☎88－1294

瀬戸市では認知症の方・ご家族の依頼内容をオレンジサポーターのできる活動内容と
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。
認知症になり、趣味活動をすることが難しくなっている方、そのご家族等が
いらっしゃいましたらご相談ください。

相談・介護
グループからの

〈 vol.7〉
た よ りお

※１認知症サポーターとは…
　認知症サポーター養成講座を受講され、温かい気持ちで認知症の方や家族を見守る応援者です。
※2オレンジサポーターとは…
　認知症サポーターが認知症ステップアップ研修を受講し、オレンジサポーターとして登録された
　方です。認知症の方の意思を尊重し、実現するための活動を行っています。

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、サポートできる認知症サポーター(※1)などをマッチングし、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。
令和3年4月から始まったチームオレンジは、認知症の方の“趣味活動”をサポートする仕組み
です。チームオレンジの活動を行うことにより、認知症の方の社会参加と認知症サポーターや
オレンジサポーター(※2)の活動の推進につながります。

チームオレンジ（個別活動）とは…

介紹ごの動活別個

オレンジサポーターの
Bさん（70代 男性）

Aさん（80代 男性）

三度の飯より好きな囲碁をしたい！ テレビで囲碁を
見ている！

囲碁ができる！
現状

免許を返納し、気軽に
外出ができない。
囲碁の対局をしたい。

本人とサポーターをマッチング！

週に一度Aさん宅で
囲碁の対局をしています。
今のところAさんが全勝中。
サポーターのBさんは
Aさんから指南を
受けています。

囲碁の対局を始めて
Aさんの笑顔が増えました！
診断を受けてから、寝て過ごす
時間が多かったですが、囲碁の
対局が楽しみになり、朝も早く

起きられるように
なりました。
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令和5年1月29日（日）午前9時～正午日　　時

場　　所

対 象 者

内　　容

服　　装

定　　員

瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）

市内在住または在勤、在学の方

動きやすい服装（防寒着の準備をお願いします）

50人（申込多数の場合は抽選）

申込方法

災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練を実施します!

災害ボランティアセンターは大きな災害が発生した際にボラン
ティアを受け入れ、被災者の困りごとに合わせて調整を行い、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として
開設されます。訓練に参加して、運営の実際を学んでみませんか。

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
。いさだくみ込し申お、上の入記ごと」望希加参ンロサアィテンラボ「、し入記を）号番XAFな能可信受（

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

ボランティアセンター
☎84－2011  FAX85－2275
Eメール info@seto-shakyo.or.jp

申し込み・問い合わせ先

令和4年度  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5年1月21日（土）午後1時30分～3時　22階 視聴覚室　
Gカローリングを体験します。　7無料　
5令和5年1月4日（水）～1月20日（金）
協力団体：ボランティアコーディネーター連絡会

交流しよう！

講座やイベントのご案内
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

すべての講座・イベントは、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。

大きな災害を想定し、かけつけボランティア役とし
て災害ボランティアセンターでの活動の流れを体
験していただきます。

令和5年1月20日（金）までに電話・FAX・メールで
①氏名（ふりがな）②住所③電話番号を記入し、
「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練参加希
望」とご記入の上、お申し込みください。

かけつけ
ボランティア役
参加者募集

募集
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各種講座のご案内

①講座名②親子氏名（ふりがな）③住所④電話
番号（受信可能なFAX番号）⑤年齢を記入し、
往復はがきか自宅FAXでお申し込みください。
宛先　〒489-0919  川端町1-31「演劇」係
※申込多数の場合は抽選　※締切日必着

デコ・アクセサリー作り
1令和5年3月24日（金）午後1時30分～3時
21階 第2作業室　
g身近なものをデコレーションしたり、
　アクセサリーを作ります。
3市内在住の小学3年生～6年生　410人　
7300円　5令和5年3月1日（水）～3月15日（水）

小学生講座（3年生～6年生）

申込
方法

プレイルーム  ☎84－2011  FAX85－2275  

申し込み・問い合わせ先

①講座名②氏名（ふりがな）③住所④電話番号
（受信可能なFAX番号）⑤学年を記入し、往復
はがきか自宅FAXでお申し込みください。
宛先　〒489-0919  川端町1-31
　　　「デコ・アクセサリー作り」係
※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  ☎84－2011  FAX85－2275  

申し込み・問い合わせ先

親子お楽しみ会

1令和5年3月4日（土）午前10時30分～11時30分
25階 大集会室　
g上演内容「わんぱくだんのたからじま」
3市内在住の幼児とその保護者・小学生　480人
7無料　5令和5年2月13日（月）～2月27日（月）

演劇

「往復はがき」に①氏名②住所③電話番号④
年齢⑤車椅子の要・不要をご記入いただき、
お申し込みください。
宛先　〒489-0919  川端町1-31「演芸会」係
※おひとり１枚でお申し込みください。
※3階老人福祉センターでも受け付けます。

〒489－0919  瀬戸市川端町1－31老人福祉センター  ☎84－2011

令和5年2月18日（土）
午前10時～正午（受付：午前9時45分～）
5階  大集会室

演芸会落語家  登龍亭獅篭さんの寄席、
老人クラブによる演芸  など

日　時

場     所

100人定     員

令和5年1月6日（金)～23日（月）必着申込期間
当選者には2月上旬に入場券をお送り
します。（申込多数の場合は抽選）

結     果

申込方法

市内在住の60歳以上または
障害者手帳をお持ちの方

対 象 者

令和5年2月17日（金）・18日（土）
午前10時～午後3時
2階  視聴覚室  他

作品展
やすらぎ会館利用者の
絵画・陶芸・編み物など

日　時

場     所
市民対 象 者

令和5年2月17日（金）
①午前10時 ②午後1時
2階  視聴覚室

体験コーナー
日　時

場     所
各6人

令和5年1月13日（金）～
2月3日（金）電話にて先着順
（定員になり次第終了）

定     員
申込方法

市民対 象 者

申し込み・問い合わせ先

編み物

中部大学「劇団くれよん」
によるこども向けの劇です！
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わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

青空の下、ポーンと弾ける笑顔…
だれでもすぐに出来るグラウンド
ゴルフを始めてみませんか？
体で覚えたスポーツなどの記憶は、
簡単には忘れないそうです。地域
の方とのふれあいも楽しみながら
一緒に過ごしましょう！！

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
社会福祉協議会では「　　　　　　」を市内の各地・各所に増やす取り組みを進めています。

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：毎週水曜日/午後1時～3時　場所：みずの坂北公園　代表者：加藤さん

＊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
　お問い合わせください。

瀬戸市社会福祉協議会

本郷町
わくわくクラブ

No.47

ご近所
さんで

集まろう
！

汗を流しながら、クロリティ
で交流をしていました。

No.12  
第2のわなげ道場

裁縫で来年
の干支「卯」
の置物を作
製していま
した。

No.36  むしぼしの会

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相談ください。

身近な材料で肺を鍛える
グッズを作製している様子
です。

No.9  やまぼうし

瀬戸市地域支えあいマップ

のいま
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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

金
資
祉
福 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

総務グループ  ☎84－2011問い合わせ先

※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。

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。

日常生活自立支援
事業のご案内
日常生活自立支援
事業のご案内

サービスの種類 援助内容 利用料

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、精神障がい者の方な
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。

②日常的金銭管理サービス 日常的なお金の出し入れをお手伝いします。

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。

1回1,200円
生活保護受給者
は無料

年間3,000円
(月額250円)

令和4年11月9日に瀬戸北ロータリークラブ様
より車いす4台をご寄贈いただきました。
車いすは市民の皆さまへの貸し出し用として活
用させていただきます。
誠にありがとうございました。

瀬戸北ロータリークラブ様より車いすをご寄贈いただきました。

【貸出期間】1か月以内で必要な日数
【予約】必要なし
【料金】無料

車いすの貸し出し＊＊

事業グループ  ☎84－2011問い合わせ先



総務グループ  ☎84－2011問い合わせ先

対象者
①高等学校かそれに準ずる学校に在学する2年生、3年生の方
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5年2月1日（水）～2月14日（火）
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4年6月1日以降のもの

③在学証明書 令和5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4年度分（令和3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

〒489-0919  
瀬戸市川端町1－31（やすらぎ会館内）

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。

福祉奨学金支給のご案内福祉奨学金支給のご案内

No.1318

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
金等のご報告 ※寄付受付順

伊里タミ子  様
ユニー株式会社
”小さな善意で大きな愛の輪”運動
アピタ瀬戸店  様
匿名（2件）
名古屋ヤクルト販売株式会社  様
瀬戸市奉賛会  様
匿名（1件）
長根第一・第二クラブ  様
匿名（1件）
瀬戸北ロータリークラブ  様

7月

8月

9月

11月

合計444,847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。

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


