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WELFARE  INFORMATION

思いやり　いつでもどこでも　誰にでも

　日本赤十字社豊田市地区では、毎年５月の赤十字運動月間を中心に、自治区長さん、
組長さんなどのご協力により、社員（会員）へのご加入と活動資金のご寄付をお願いして
います。
　お預かりした活動資金は、豊田市地区から愛知県支部に送金し、自然災害などにおけ
る災害救護活動や国際救援活動をはじめ、地域での赤十字活動など様々な人道的活動に
大切に使わせていただきます。ぜひご協力をお願いします。

豊田市社会福祉協議会の理念・経営方針
理　念

経営方針

　私たちは、地域住民と協働して社会福祉事業を進め、子供から高齢者まですべての人々がと
もに助け合い、安全で安心して暮らすことができるぬくもりのあるまちづくりをめざします。

⑴福祉関係者との連携を密にし、積極的に地域福祉を推進します。
⑵愛と思いやりをもって質の高い福祉サービスを提供します。
⑶住民（会員）の期待に応えられるよう提案型の事業経営を行います。

４ 平成24年5月 ※とよた社協だよりの発行には社協会費・共同募金配分金が使われています。

赤十字の活動資金にご協力をお願いします

ご寄付ありがとうございます。敬称略・順不同（平成22年7月1日～平成23年2月28日までの寄付者一覧）

ご寄付ありがとうございます。（平成23年7月1日～平成24年1月31日までの寄付者一覧。順不同、敬称略。）ご寄付ありがとうございます。（平成23年7月1日～平成24年1月31日までの寄付者一覧。順不同、敬称略。）
≪市社会福祉協議会への寄付≫
　㈱豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、衣ヶ原病院、㈱ジェイ・ピー、長谷川敦男、日本発条労働組合豊田支部、
㈳豊田青年会議所、㈱ノーブル、前田幸子、磯谷公明、豊田遊技業防犯組合、梅田康司、K.S.Vさざんか、特定
非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会、第7回豊田市小原地区チャリティゴルフ大会、安藤國司、川角藤雄、
碧園お茶の純平山内希男、末野原ふれあいまつり実行委員会、豊田美術連盟、生協ポップスジャズハード、
青木孝義、丹羽薈、㈱クラチスタヂオ、藤岡ゴルフ連盟、萩野テレビ共同受信施設組合、今自治区、豊田市高年
大学６期生六三四会、東山グリーンエコー、全日本練士会空手道連盟館長関根繁、全日本練士会空手道連盟、㈳
シルバー人材センター藤岡支所、長興寺青壮年同志会、トヨタ生活協同組合、えぷろんフーズ㈱、暮らしの手作
り工房ちゃるま、トヨタ車体GL会、トヨタ車体TL会、小糸製作所労働組合、梅沢春香愛好会、トヨタ自動車労
働組合、山本直子、旭硝子労働組合愛知支部、金剛禅総本山少林寺衣丘道院、もぐもぐ藤岡店とご来店のお客様、
藤岡地区老人クラブ連合会、藤岡南地区老人クラブ連合会、第一生命労働組合豊田支部

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、TSN会、丸和電子化学㈱黄レンジャーサークル、日本発条社友会愛知支部、豊田市婦人交通安全
奉仕会、豊田市高年大学第３期文化工芸学科、松尾カラオケ教室、川合忠儀、すまいる演歌同好会、市内公共施
設善意の箱

　豊田市立小・中・養護学校青少年赤十字（全校加盟）が「正月のおこ
づかいから、困っている人を救おう」をテーマに、「アジアの恵まれな
い人々への教育支援・国内の恵まれない人々への支援・東日本大震災で
被害に遭われた方々への義援金支援」の３つの目的で募金活動を実施し
ました。

　この募金は、日本赤十
字社豊田市地区より愛知
県支部を通じ、それぞれ
の目的宛に送金されます。

義援金にご協力ありがとうございます。義援金にご協力ありがとうございます。
掲載名は寄付者の意向に準拠および順不同、敬称略です。
≪平成23年７月新潟県・福島県豪雨義援金への寄付≫（平成23年9月1日～9月30日までの寄付者一覧。）
　市内公共施設義援金箱
≪台風12号災害義援金への寄付≫（平成23年10月1日～10月31日までの寄付者一覧。）
　市内公共施設義援金箱
≪東日本大震災義援金への寄付≫（平成23年12月1日～平成24年1月31日までの寄付者一覧。）
　ひよっこクラブ、豊田市地区日韓親善協会女性部なかよし会、高橋交流館デイキャンプ参加者、猿投台交流館我
が家のファーマー塾受講生、豊田市福祉事業団けやきワークス、豊田市ファミリー・サービス・クラブ、豊田市
立井郷中学校、トヨタ生協家庭会、とくの屋豊田若林店、逢妻地区民生委員OB有志、豊田市立保見中学校生徒
会、進藤修身、豊田楽友協会吹奏楽団、梅沢春香愛好会、鴛鴨自治区、豊田保護区保護司会・豊田市更生保護女
性会、青少年センタークリスマスパーティー、益富ふれあいまつり、公益財団法人豊田市文化振興財団歳末チャ
リティー作品展、豊松町イベント部会、手づくり工房山遊里ジェラート募金、豊田市シルバ－人材センター設立
30周年記念事業ふれあいマーケット小原支所、稲武地球子屋、江㞍岩夫、トヨタマンⅡ、逢妻地区平成24年
新成人一同、㈱山協建設工業、下和会にこにこサロン、上郷地区新成人を祝う会、いきいきセカンドライフセミ
ナー参加者、逢妻中学校、㈱サンワ田籾営業所
　この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。

小・中・養護学校の児童生徒がお年玉募金を実施しました。小・中・養護学校の児童生徒がお年玉募金を実施しました。

＊活動資金へのご協力は任意であり、強制ではありません。
＊領収書により、税制上の優遇措置が受けられます。
＊社員（会員）は単年ごとの募集で、毎年お願いしています。

日本赤十字社　愛知県支部　　（052）971－1591
豊田市地区（豊田市社会福祉協議会内）　34－1131

＜問合せ＞

＊災害現場での医療活動　
＊国際救援活動
＊救急法・家庭看護法などの講習会の開催
＊血液事業
＊国際赤十字の一員として活動する看護師の養成
＊赤十字奉仕団の活動支援
＊青少年赤十字の活動支援
＊火災等の被災者への救援物資
　（毛布や見舞金品）等の配付　　　　など

東日本大震災 救援物資（緊急セット）を被災者の元へ　©日本赤十字社

●赤十字の活動

●赤十字の活動資金にご協力いただく方法

社費（会費）として
　赤十字の活動の趣旨にご賛同のうえ社員（会員）にご加

入いただき、社費（会費）として500円以上を納めていた

だくことにより、人道的活動にご協力いただく方法です。

寄付金として
　赤十字の活動の趣旨にご賛同いただき、社費と

してではなく一般的な寄付として人道的活動にご

協力いただく方法です。金額に定めはありません。

○募金総額

豊田市青少年赤十字指導者協議会 橋本光時会長より
目録の贈呈（平成24年２月22日）

2,066,821円



福祉備品の貸出しをしています！福祉備品の貸出しをしています！

社協が行う相談事業をご紹介します！社協が行う相談事業をご紹介します！

愛知県生命保険協会様より福祉巡回軽自動車
「ふれあい号」を寄贈していただきました！
愛知県生命保険協会様より福祉巡回軽自動車
「ふれあい号」を寄贈していただきました！

２ 平成24年5月 ３平成24年5月

【社会福祉協議会連絡先一覧】

　市民のあらゆる生活上の相談に応じ、問題解決のために他の専門機関などと連携して相談者に適切な
助言を行っています。

　愛知県生命保険協会様は地域福祉の推進が図られるよう、地域を巡回するための軽自動車を、各協会
内の募金活動により平成３年度から福祉関係団体に対して寄贈されており、今年度で寄贈台数が累計で
211台になりました。本会にも福祉巡回軽自動車を１台（ダイハツミラ）寄贈いただき、地域福祉サービ
スセンター（福祉センター内）にて障がい者（児）の福祉サービスの利用に関する相談や調整業務に活用さ
せていただきます。

在宅生活支援、ボランティア活動や福祉行事のために貸出します。
対象は、市内に住所を有する個人又は団体です。

保管台数には限りがあります。
貸出中の場合もありますので事前に貸出窓口までご確認ください。

車椅子

松葉杖

四点杖

歩行補助器

ポータブルトイレ

着ぐるみ（全12種）

高齢者擬似体験セット

妊婦体験セット

アイマスク

点字器

福祉関係啓発ビデオ

１か月以内

３か月以内

１か月以内

１か月以内

１か月以内

７日以内

７日以内

７日以内

７日以内

６か月以内

７日以内

総務課　各支所　障がい者福祉会館　豊寿園

総務課　稲武支所

藤岡支所

藤岡支所

藤岡支所

地域福祉課

地域福祉課　下山支所　稲武支所

地域福祉課　

地域福祉課　旭支所　足助支所　小原支所

下山支所

地域福祉課　旭支所　足助支所　小原支所

下山支所　藤岡支所

地域福祉課

貸出期間備　品　名 貸出窓口

相談日時

相 談 員

申 込 み

・相談費用は無料です。

・相談内容については秘密を厳守します。

・法律相談にあたっては、参考資料を持参してください。

毎週火・金曜日、毎月第２土曜日

午後１時00分～午後４時00分

民生委員・保護司・専門相談員

相談日当日に来所または電話での

相談可

直通電話31－9671

※相談日開所時のみ通話可

毎月第１・第４木曜日､第３土曜日

午後１時00分～午後４時00分

弁護士

予約制（電話34－1131）

定員１日：５名（先着順）

毎月20日以降に翌月分の申込み受付実施

心　配　ご　と　相　談 法　律　相　談

●豊田市福祉センター（総務課 34－1131　地域福祉課 31－1294　地域福祉サービスセンター 32－4341）
●障がい者福祉会館　34－2940　●豊寿園　27－2200　●旭支所　68－3890
●足助支所　62－1857　●稲武支所　82－2068　●小原支所　65－3350
●下山支所　90－4005　●藤岡支所　76－3606

新・着ぐるみの
ぼらんて君です！
ぼくをいっぱい
活用してね！

貸出用車椅子

ボランティアイメージキャラクタ－ ぼらんて君

ダイハツミラ愛知県生命保険協会 栗原幸宏会長より目録の贈呈
（平成24年２月23日）
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㈳豊田青年会議所、㈱ノーブル、前田幸子、磯谷公明、豊田遊技業防犯組合、梅田康司、K.S.Vさざんか、特定
非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会、第7回豊田市小原地区チャリティゴルフ大会、安藤國司、川角藤雄、
碧園お茶の純平山内希男、末野原ふれあいまつり実行委員会、豊田美術連盟、生協ポップスジャズハード、
青木孝義、丹羽薈、㈱クラチスタヂオ、藤岡ゴルフ連盟、萩野テレビ共同受信施設組合、今自治区、豊田市高年
大学６期生六三四会、東山グリーンエコー、全日本練士会空手道連盟館長関根繁、全日本練士会空手道連盟、㈳
シルバー人材センター藤岡支所、長興寺青壮年同志会、トヨタ生活協同組合、えぷろんフーズ㈱、暮らしの手作
り工房ちゃるま、トヨタ車体GL会、トヨタ車体TL会、小糸製作所労働組合、梅沢春香愛好会、トヨタ自動車労
働組合、山本直子、旭硝子労働組合愛知支部、金剛禅総本山少林寺衣丘道院、もぐもぐ藤岡店とご来店のお客様、
藤岡地区老人クラブ連合会、藤岡南地区老人クラブ連合会、第一生命労働組合豊田支部

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、TSN会、丸和電子化学㈱黄レンジャーサークル、日本発条社友会愛知支部、豊田市婦人交通安全
奉仕会、豊田市高年大学第３期文化工芸学科、松尾カラオケ教室、川合忠儀、すまいる演歌同好会、市内公共施
設善意の箱

　豊田市立小・中・養護学校青少年赤十字（全校加盟）が「正月のおこ
づかいから、困っている人を救おう」をテーマに、「アジアの恵まれな
い人々への教育支援・国内の恵まれない人々への支援・東日本大震災で
被害に遭われた方々への義援金支援」の３つの目的で募金活動を実施し
ました。

　この募金は、日本赤十
字社豊田市地区より愛知
県支部を通じ、それぞれ
の目的宛に送金されます。

義援金にご協力ありがとうございます。義援金にご協力ありがとうございます。
掲載名は寄付者の意向に準拠および順不同、敬称略です。
≪平成23年７月新潟県・福島県豪雨義援金への寄付≫（平成23年9月1日～9月30日までの寄付者一覧。）
　市内公共施設義援金箱
≪台風12号災害義援金への寄付≫（平成23年10月1日～10月31日までの寄付者一覧。）
　市内公共施設義援金箱
≪東日本大震災義援金への寄付≫（平成23年12月1日～平成24年1月31日までの寄付者一覧。）
　ひよっこクラブ、豊田市地区日韓親善協会女性部なかよし会、高橋交流館デイキャンプ参加者、猿投台交流館我
が家のファーマー塾受講生、豊田市福祉事業団けやきワークス、豊田市ファミリー・サービス・クラブ、豊田市
立井郷中学校、トヨタ生協家庭会、とくの屋豊田若林店、逢妻地区民生委員OB有志、豊田市立保見中学校生徒
会、進藤修身、豊田楽友協会吹奏楽団、梅沢春香愛好会、鴛鴨自治区、豊田保護区保護司会・豊田市更生保護女
性会、青少年センタークリスマスパーティー、益富ふれあいまつり、公益財団法人豊田市文化振興財団歳末チャ
リティー作品展、豊松町イベント部会、手づくり工房山遊里ジェラート募金、豊田市シルバ－人材センター設立
30周年記念事業ふれあいマーケット小原支所、稲武地球子屋、江㞍岩夫、トヨタマンⅡ、逢妻地区平成24年
新成人一同、㈱山協建設工業、下和会にこにこサロン、上郷地区新成人を祝う会、いきいきセカンドライフセミ
ナー参加者、逢妻中学校、㈱サンワ田籾営業所
　この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。

小・中・養護学校の児童生徒がお年玉募金を実施しました。小・中・養護学校の児童生徒がお年玉募金を実施しました。

＊活動資金へのご協力は任意であり、強制ではありません。
＊領収書により、税制上の優遇措置が受けられます。
＊社員（会員）は単年ごとの募集で、毎年お願いしています。

日本赤十字社　愛知県支部　　（052）971－1591
豊田市地区（豊田市社会福祉協議会内）　34－1131

＜問合せ＞

＊災害現場での医療活動　
＊国際救援活動
＊救急法・家庭看護法などの講習会の開催
＊血液事業
＊国際赤十字の一員として活動する看護師の養成
＊赤十字奉仕団の活動支援
＊青少年赤十字の活動支援
＊火災等の被災者への救援物資
　（毛布や見舞金品）等の配付　　　　など

東日本大震災 救援物資（緊急セット）を被災者の元へ　©日本赤十字社

●赤十字の活動

●赤十字の活動資金にご協力いただく方法

社費（会費）として
　赤十字の活動の趣旨にご賛同のうえ社員（会員）にご加

入いただき、社費（会費）として500円以上を納めていた

だくことにより、人道的活動にご協力いただく方法です。

寄付金として
　赤十字の活動の趣旨にご賛同いただき、社費と

してではなく一般的な寄付として人道的活動にご

協力いただく方法です。金額に定めはありません。

○募金総額

豊田市青少年赤十字指導者協議会 橋本光時会長より
目録の贈呈（平成24年２月22日）

2,066,821円


