
お問い合わせ・お申込み先
ボランティアセンター▶豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」３階
☎0533 83 0630　　 0533 89 0662
電子メール　t-shakyo0630@etude.ocn.ne.jp
（受付時間 月曜日から金曜日まで　※土日祝日は除く　午前8時30分～午後5時15分まで）
※新型コロナウイルス感染状況により、一部内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

おもちゃ病院
おもちゃ図書館「バンビ」 公式LINEやってます！

お役立ち情報発信中！
下記QRコード読み取り、または友だち検索で
「豊川市社会福祉協議会」と検索してください !(^^)!

楽しいおもちゃが、何と200点以上！
お家時間が、明るく・楽しくなります(*^^*)

　　　社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！
　　　社協会員募集に
ご協力をお願いいたします！

《豊川市社会福祉協議会会章》
（シンボルマーク）

ふれ愛ネットワーク

～うれしいな　ちいきの人の　思いやり～
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月
日時◎午後２時から午後４時まで

音訳ボランティア養成講座＜全20回＞音訳ボランティア養成講座＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞手話奉仕員養成講座（入門）＜全20回＞

　豊川市社会福祉協議会では、市民の皆さま
とともに「ふれあい  支えあい  夢のある元
気なまち  とよかわ」をめざし、地域福祉活
動推進委員会やボランティアをはじめとする
様々な地域の福祉活動を応援しています。
皆さまからお寄せいただいた会費は、これら
地域福祉活動と社協が実施する様々なサー
ビス等に活用させていただきます。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願い
いたします。

普通会員　１口 …………… ５００円
特別会員　１口 ………… １,０００円
賛助会員　１口 ………… １,０００円
法人会員　１口 ………… ２,０００円
施設会員　１口 ………… ２,０００円

会場◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
　　　１階  機能訓練室

★乳幼児向けの知育玩具（おもちゃ）の貸出
　（家族で３点まで）
★思い入れのある大切なおもちゃ、お直しします !(^^)!
※電子機器等一部修理できないものもあります。
　来館の上、ご相談ください。
※おもちゃ図書館ボランティアも随時募集中！
（まずはご見学から。お気軽にお越しください。）

日　時

会　場

講　師

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始

日　時

会　場

講　師

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始

募 集 期 間募 集 期 間
令和4年５月１日～８月３１日

令和4年度令和4年度

普通会員……………１０,７９２,７００円
特別会員……………… ３３５,０００円
賛助会員……………… ７７８,０００円
法人会員…………… １,０４８,８９０円
施設会員…………………２８,0００円

１２,９８２,５９０円
令和3年度実績

やわたサロン 子育て支援サロン・つぼみ

　令和４年１月１日号で会員募集の実績につ
いて報告しましたが、新たに法人会員にご加
入いただきました。
　ありがとうございました。（敬称略）

豊川信用金庫

●会員募集法人会員の追加について

　耳が聞こえない「ろう者」への理

解を深めます。最も便利なコミュニ

ケーション手段である「手話」を学

び、日常会話レベルの手話を身に付けます。

　本会は、音訳ボランティア団体「こだ
まの会」協力の下、視覚障害のある方
への情報保障としてCD、カセットテー
プに音声を録音する「声の社協だより
事業」を実施しています。
　次代を担うボランティアを養成します。

毎週土曜日 毎週木曜日

５月１４日（土）～１０月１日（土）
１０時から１２時まで

豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」　

豊川市ろう者協会　　

２０名　※先着順　　　　　　　　　　

市内在住・在勤・在学で高校生以上の方

テキスト代3,300円実費負担

筆記用具

　４月１日（金）

５月１２日（木）～９月２９日（木）
１０時から１２時まで

豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」　

「点字図書館」明生会館 木全　則子 氏

２０名　※先着順　　　　　　　　　　

市内在住、在勤の方

テキスト代880円実費負担

筆記用具、ノートパソコン

　４月１日（金）



み ん な で つ く る 支 え あ い の ま ち

三上地区地域福祉活動推進委員会
地域福祉
活動紹介
コ ー ナ ー

社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.201号社協だより“ふれ愛ネットワーク”No.201号

寄　附 寄　贈
 

（令和3年11月11日から令和4年3月9日受付まで）

多くのご寄附、ご寄贈をいただき、ありがとうございました。
（順不同・敬称略）

●善意のコーナーについてのお問い合わせは
　豊川市社会福祉協議会　総務課　☎ 83－ 5211

宗教法人世界心道教 ………………… 500,000円
伊藤医院、患者様 ……………………… 9,123円
匿名11件 ……………………………… 198,148円

三河海苔問屋協同組合…焼き海苔、味付け海苔 128袋
ダイナム愛知小坂井店 ……………日用品 102点
中村　雅俊 …………………… ぬいぐるみ 50点
匿名１件 ……………………………… 車いす 1台

　平成２２年４月３０日に発足し、活動を開始した三上地区地域
福祉活動推進委員会が今年１２年目を迎えます。委員会の福祉
活動について、委員長の杉山欣也さんにお話しを伺いました。

　市民館や各区の集会所で開催されるサロン活動や配食ボラン
ティア、市民館の隣に整備された三上ガーデンの管理などが主
な活動です。各サロン活動はおおむね月１回の開催で、健康に
関する講座や楽しいレクリエーション活動など、それぞれ工夫を
凝らして実施しています。中には、男性だけのメンズサロンも
あり、皆で持ち寄った食材でスムージーを作り、味の品評を楽
しんでいました。また、前述した市民館の隣の三上ガーデンは、
地域の憩いの場として整備した庭園です。保育園の遠足やサロ
ン活動で活用されたり、庭園の整備に小学生も参加するなど、
世代を超えた交流の場になっています。三上ガーデンは有名な
地図アプリにも掲載されているので、チェックしてみてください。

　長引くコロナ禍の影響で、地区のイベントやサロン活動など
も思うようにできません。しかし、こんな時期だからこそ、人と
の繋がりを絶やさないようにすることが大切だと思います。今後
も可能な範囲で活動を継続していきたいと思います。

　子どもから高齢者まで、世代を超えて交流できる地域。そん
な地域を住民みんなでつくれると良いですね。

▲ お問合せ先・詳しくは

三上地区ってどんなところ？ 
　1町内7区で、豊川（とよがわ）の西部に広がる農村地帯
と、川を挟んで東側にある丘陵地帯で構成されています。
市民館祭りや芋煮会などの開催を通じ、地域での繋がり
づくりを大切にしている地区です。

サロン三上

メンズサロン

三上ガーデン①

三上ガーデン②

※各サロンの写真はコロナ禍以前のものも含みます。

委員会ではどのような活動を行っていますか？

今後の課題は何ですか？

思い描く未来の地域像を教えてください！

地域福祉活動費助成事業

豊川市社会福祉協議会は、
アナタの活動を応援します!

助成金額は1団体あたり

最大50,000円

赤い羽根共同募金
マスコットキャラクター
左 愛ちゃん・右 希望くん

　１０月１日から全国一斉に始まる「赤い羽根共同募金運動」の理念と使途について理解を深めていただき、
現在、地域福祉推進に寄与する活動を行う団体へ助成金を交付する事業です。これにより、「みんなでつ
くる支え合いのまち」の実現を目指します。

豊川市社会福祉協議会　
地域福祉課　ボランティアセンター　
電話 0533-83-0630　FAX 0533-89-0662
電子メール　t-shakyo0630@etude.ocn.ne.jp

応募期間　４月１日（金）～５月２７日（金）まで
対象団体　（①と②を全て満たすこと）
　　　　　　①とよかわボランティア市民活動センター登録団体または、
　　　　　　　高齢、障害、児童などに関する当事者団体
　　　　　　②以下の全てに該当する団体
　　　　　　　・令和４年４月１日までに、１年以上の活動実績があります。
　　　　　　　・宗教と政治に関係ありません。
　　　　　　　・助成を希望する事業について、国、県、市及び
　　　　　　　　他社会福祉協議会から助成を受けません。
　　　　　　　・会則（または規約）を定めています。

助成金交付までの流れ

　　　　　Step1 申請書作成・提出（締切５月２７日　※厳守）

 　　　　 助成を希望する事業（活動）を決めてください。
 　　　　 その活動は、地域にどのような影響（メリット）がありますか。

　　　　　Step2 第一次審査（書類選考）※結果に関わらず、申請団体全てに通知します。

　　　　　Step3 第二次審査（公開プレゼンテーション）７月２日（土）予定
　　　　　 ※審査員の前で、活動内容のプレゼンテーションを行います。
 　発表方法は自由です。５分間で、事業（活動）の魅力を発信してください !(^^)!

　　　　　Step4 助成金額決定　※即日結果発表

　　　　　Step5 申請事業（活動）の実施

　　　　　Step6 実績報告書提出

　　　　　Step7 指定金融機関へお振込み　

ポイント

豊川市社会福祉協議会は、
アナタの活動を応援します!
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動推進委員会やボランティアをはじめとする
様々な地域の福祉活動を応援しています。
皆さまからお寄せいただいた会費は、これら
地域福祉活動と社協が実施する様々なサー
ビス等に活用させていただきます。
　本年度も、多くの皆さまのご協力をお願い
いたします。

普通会員　１口 …………… ５００円
特別会員　１口 ………… １,０００円
賛助会員　１口 ………… １,０００円
法人会員　１口 ………… ２,０００円
施設会員　１口 ………… ２,０００円

会場◎豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」
　　　１階  機能訓練室

★乳幼児向けの知育玩具（おもちゃ）の貸出
　（家族で３点まで）
★思い入れのある大切なおもちゃ、お直しします !(^^)!
※電子機器等一部修理できないものもあります。
　来館の上、ご相談ください。
※おもちゃ図書館ボランティアも随時募集中！
（まずはご見学から。お気軽にお越しください。）

日　時

会　場

講　師

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始

日　時

会　場

講　師

定　員

対　象

参加費

持ち物

受付開始

募 集 期 間募 集 期 間
令和4年５月１日～８月３１日

令和4年度令和4年度

普通会員……………１０,７９２,７００円
特別会員……………… ３３５,０００円
賛助会員……………… ７７８,０００円
法人会員…………… １,０４８,８９０円
施設会員…………………２８,0００円

１２,９８２,５９０円
令和3年度実績

やわたサロン 子育て支援サロン・つぼみ

　令和４年１月１日号で会員募集の実績につ
いて報告しましたが、新たに法人会員にご加
入いただきました。
　ありがとうございました。（敬称略）

豊川信用金庫

●会員募集法人会員の追加について

　耳が聞こえない「ろう者」への理

解を深めます。最も便利なコミュニ

ケーション手段である「手話」を学

び、日常会話レベルの手話を身に付けます。

　本会は、音訳ボランティア団体「こだ
まの会」協力の下、視覚障害のある方
への情報保障としてCD、カセットテー
プに音声を録音する「声の社協だより
事業」を実施しています。
　次代を担うボランティアを養成します。

毎週土曜日 毎週木曜日

５月１４日（土）～１０月１日（土）
１０時から１２時まで

豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」　

豊川市ろう者協会　　

２０名　※先着順　　　　　　　　　　

市内在住・在勤・在学で高校生以上の方

テキスト代3,300円実費負担

筆記用具

　４月１日（金）

５月１２日（木）～９月２９日（木）
１０時から１２時まで

豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」　

「点字図書館」明生会館 木全　則子 氏

２０名　※先着順　　　　　　　　　　

市内在住、在勤の方

テキスト代880円実費負担

筆記用具、ノートパソコン

　４月１日（金）


