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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）へのご加入と社資（活
動資金）のご寄付をお願いしています。
　お預かりした社資は、豊田市地区か

ら愛知県支部に送金し、地域での赤十字活動をはじめ
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。

＊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。

＊社員は単年度ごとの募集で、毎年お願いしています。

社費（会費）
　赤十字の活動に賛同する社員（会員）として社費（会費）を通
じ人道的事業に参加するため、定額500円以上のご協力をい
ただく方法です。

寄付金
　赤十字の趣旨に賛同するが、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。

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23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

主な事業内容

赤十字の活動資金にご協力いただく方法

日本赤十字社　愛知県支部（052）971－1591
　　　　　　　豊田市地区　34－1131

＜問合せ＞

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。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）

豊田市社会福祉協議会では義援金募集に協力しています！豊田市社会福祉協議会では義援金募集に協力しています！

≪市社会福祉協議会への寄付≫
　㈱ジェイ・ピー、K.S.Vさざんか、日本発条労働組合豊田支部、市民芸館友の会、㈱豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、長谷川敦男、豊田遊

技業防犯組合、磯谷公明、磯谷志づ子、梅田康司、丹羽薈、山内純平商店、第6回豊田市小原地区チャリティゴルフ大会実行委員会、安藤啓治、

熊谷武、㈱クラチスタヂオ、豊田モラロジー事務所、崇化館夢フェスタ実行委員会、青木孝義、藤岡ゴルフ連盟、ザ・やまびこカラオケ教

室、旭郵便局、早川流やぐら太鼓　雅、浅見富士男、カラオケちゃら、アイリスグループ、（医）三九会三九朗病院、豊田美術連盟、ボーイ

スカウト豊田第34団、いなぶいきいきフェスタ’10実行委員会、稲武地区民生委員児童委員協議会、澤田全治、前田幸子、手嶋正昭、じゅ

うじ花、一九会、大澤敏之、今自治区、沙和花、逢妻交流館創作あぷりけ楽布遊、豊田市シルバー人材センター、オカリナ工房美里、特定

非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会、全日本練士会空手道連盟、保見ふれあい祭り実行委員会、美里交流館　茶道同好会、トヨタ記

念病院みつわ会、宍戸久枝、昭和44年度朝日丘中学校卒業生一同、トヨタ車体ＴＬ会、トヨタ車体ＧＬ会、梅沢春香愛好会、前林地域ふれ

あいまつり実行委員会、㈶あすて花水木の会、長興寺自治区青壮年同志会、竜神地区コミュニティ会議青少年健全育成部会、小糸製作所労

働組合、トヨタ生協メグリア家庭会、トヨタ生活協同組合、日本発条労働組合豊田支部、暮らしの手作り工房　ちゃるま、第21回㈶豊田市

文化振興財団歳末チャリティー作品展実行委員会、手づくりグループたんぽぽ、旭硝子労働組合愛知支部、えぷろんフーズ㈱、トヨタ自動

車労働組合、岩瀬歌謡教室、愛知県遊技場商品販売加工連合会、豊田市シルバー人材センター藤岡支所、市立足助中学校保健委員会、蛭子正憲、

少林寺拳法衣丘道院、第一生命労働組合豊田支部、兼市、豊田市自主研究グループ（音楽）、勝田好和、上郷地区新成人を祝う会、深田山自

治区深田町内会、旭地区民生委員児童委員協議会、鈴木章平、稲武佛教会、故石原良治の遺族から、伊達直人、もぐもぐ藤岡店、藤岡地区

老人クラブ連合会、国立豊田工業高等専門学校吹奏楽部、稲垣壽彦、トヨタテクニカルディベロップメント㈱、青山史郎、若園地区コミュ

ニティ会議、サロンますとみ、手作り工房山遊里、鶴田美代子、日蓮宗立正教会、春日井敏幸、パインズゴルフクラブ小原地域感謝祭

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、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、TSN会、㈲マルコー石油店、加藤ミサ子、豊田市婦人交

通安全奉仕会、井上町八丁目自治区、北辰神桜流桜樹会、すまいる演歌同好会、とよた２＆４スワップミート、林テレンプ㈱豊田工場安全

運転管理委員会、市内公共施設善意の箱

≪宮崎県口蹄疫被害義援金への寄付≫
　オフィス花咲、市内公共施設義援金箱

≪鹿児島県口蹄疫被害義援金への寄付≫
　市内公共施設義援金箱

≪2010年7月豪雨災害義援金への寄付≫
　市内公共施設義援金箱

≪奄美地方大雨災害義援金への寄付≫
　高橋地区コミュニティ会議福祉委員会バザー収益金、高橋地区輪和
まつり実行委員会バザー部門収益金、市内公共施設義援金箱

≪鳥取県豪雪災害復興義援金への寄付≫
　前林地域ふれあいまつり実行委員会、市内公共施設義援金箱

Ｑ：被災地に何か支援したい！
Ａ：本会では被災地で義援金の募集が始まった時、豊田市内の受付窓口
として、地震や台風などで被災した方々を支援することを目的に、
災害義援金を募集しています。

Ｑ：義援金に協力する方法は？
Ａ：本会の事務所に直接お持ち込みいただくか、または一部の市内公共
施設（主に交流館）に了承を得て、義援金箱を設置しています。義援
金箱の設置場所については、直接お問合せください。また、義援金
の受付は募集期間のみになりますので、ご注意ください。

Ｑ：寄付した義援金はどうなるのですか？
Ａ：お預かりした義援金は被災地へ送金し、被災地の義援金配分委員会
にて配分されます。

Ｑ：現在募集中の義援金を知りたい場合は？
Ａ：本会に直接お問い合わせください。

○日本赤十字社愛知県支部が行う事業
　・災害現場での医療救護
　・国際赤十字の一員として活動する看護師の養成
　・血液事業
　・救急法・家庭看護法などの講習会の開催
　　（介護員養成講習、災害時高齢者支援講習）　など

○日本赤十字社愛知県支部豊田市地区の行う事業
　・火災等の被災者への救援物資等の配布
　　（見舞金、毛布、見舞品などの配布）
　・青少年赤十字への助成
　　（市内全小・中・特別支援学校加盟）
　・赤十字奉仕団への活動支援　　など

災害義援金・救援金Ｑ＆Ａ

中国青海省地震被害救援金
宮崎県口蹄疫被害義援金
鹿児島県口蹄疫被害義援金
2010年７月豪雨災害義援金＊
奄美地方大雨災害義援金
鳥取県豪雪災害復興義援金

115,806
325,120
42,708
44,460
94,451
46,096
668,641

名　　称

合　　計

実績額（円）

Q Ａ

＊平成22年広島県大雨災害義援金、山口県平成22年7月大雨災害義援金総務課　34－1131

＜問合せ＞



新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します 相談事業をご紹介します相談事業をご紹介します

２ 平成23年5月 ３平成23年5月

●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

＜豊田市社会福祉協議会連絡先一覧＞

●第１回は、交流コーナーです。

社会福祉協議会の実施している高齢者を支援する福祉サービスをご紹介します社会福祉協議会の実施している高齢者を支援する福祉サービスをご紹介します

はつらつクラブ事業
　65才以上の虚弱でとじこもりがち
などの高齢者に、介護予防活動・レク
リエーション活動・日常動作訓練のサ
ービスを提供し、社会参加の促進、健
康づくり、とじこもり予防を目的とし
て実施しています。
●実施　福祉センター及び各社協支所

居宅介護支援事業＜介護保険＞
　利用者の心身の特性を踏まえて、適切な保健医療・福祉サー
ビスが総合かつ効率的に提供され、自立した日常生活を営むこ
とができるように支援します。
●実施　地域福祉サービスセンター、旭支所（ぬくもりの里居宅
介護支援事業所）、足助支所（百年草居宅介護支援事業所）、稲武
支所（いなぶ介護支援事業所）、小原支所（ナイスプランふくしの
里）、下山支所（まどいの丘ケアプランセンター）、藤岡支所（ふじ
のさと介護プランセンター）
＊かっこ内は事業所名です。
＊連絡先は各社協支所と同じですが、社協ヘルパーステーショ
ンは33－4422へ、百年草デイサービスセンターは61－1118
へお願いします。

訪問介護事業＜介護保険＞
　利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能
力に応じ、可能な限り自立した在宅生活を営むこ
とができるように、入浴、排泄、食事介助その他
生活全般にわたる援助を行います。
●実施　社協ヘルパーステーション、旭支所（ぬく
もりの里ヘルパーステーション）、足助支所（百年
草ヘルパーステーション）、稲武支所（いなぶヘル
パーステーション）、小原支所（ホームヘルプふく
しの里）、藤岡支所（ふ
じのさとヘルパーステ
ーション）

通所介護事業＜介護保険＞
　日常生活上の世話及び食事・入浴サービス等の援助を行い、社
会的孤立の解消、心身機能の維持、家族の精神負担の軽減を図り
ます。
●実施　豊寿園（豊寿園デイサービスセンター）、旭支所（ぬくもり
の里デイサービスセンター）、百年草デイサービスセンター、稲武支
所（いなぶデイサービスセンター）、小原支所（デイサービスふくし
の里）、下山支所（まどいの丘デイサービスセンター）、藤岡支所（ふ
じのさとデイサービスセンター）

長寿祝品
　高齢者の長寿を
お祝いするため、
毎年、敬老の日の
ある９月頃に民生
委員が高齢者宅を
訪問し、祝品を贈
呈します。
●実施　総務課

地域ふれあい通所事業（愛称：地域ふれあいサロン）
　「地域ふれあいサロン」は、高齢者が住みなれた地域
で、いつまでも元気で安心して暮らしていくための事
業です。高齢者同士のふれあいだけではなく、高齢者
と子どものふれあいなど、お互いに支えあいながら明
るく楽しく集える「ふれあいの場」を設けることで、高
齢者のみなさんの閉じこもり防止と、さまざまな活動
を通して生きがいづくりをしています。
●実施　地域福祉課

高齢者軽度生活援助員派遣事業
　介護保険の対象にならない虚弱な高齢者に、
食事作りや掃除などのお手伝いをすることで自
宅での自立した生活が継続できるよう支援して
います。
●実施　地域福祉サービスセンター及び各社協支所
※介護保険の対象となる方においても一部利用
　できるサービスもあります。

消火器（スプレー式簡易消火器）の支給
　高齢者が住み慣れた地域で安心・安全な暮らしを続けていくために、担当民生委員を通し
て消火器を支給します。費用は無料です。
　対象者は、民生委員が、支給が必要と認められる高齢者世帯で次の項目のいずれかにあて
はまる世帯。
　・65歳以上のひとり暮らし高齢者　　・65歳以上の高齢者と中学生以下の児童のみの世帯
　・65歳以上の高齢者のみの世帯　　　・65歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯
●実施　地域福祉課

社協にこにこ倶楽部
　認知症の予防や介護予防を目的として、体操、脳トレを行っています。
主な活動は、２時間単位で、体操や音読、計算、漢字の書き取り、ぬり
えなどを行い、参加者の皆さんがいつまでも元気でいきいきと暮らせる
よう取り組んでいます。
　実施地区については、直接お問合せください。
●実施　地域福祉課

　交流コーナーは３階にあり、ボランティア活動に興味があ
る人や「何かやってみたい」人が立ち寄り、ボランティア体
験や交流ができるところです。毎週火曜日から日曜日の午前
９時から午後５時まで開設しています。
　また、ボランティアの交流を深め、情報交換や育成を活動
者と一緒に連携する「豊田市ボランティア連絡協議会」の事
務局も毎週火曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで開
設しています。

今回は生活福祉資金についてご紹介します。
　生活福祉資金は低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が
組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。

●貸付対象世帯

交流コーナーの主なイベント
☆交流サロン
　第２水曜日　午前10時～正午
　だれもが交流できます！

☆収集物整理作業
　第１木曜日　午前10時～正午
　使用済み切手・ベルマークなどの収集物整理作業

みなさまのお立ち寄りをお待ちしております。 ボランティアセンター　　35－0619

＜問合せ＞

総務課　　34－1131

＜問合せ＞

市内に居住しており、必要な資金を他から借り受けることができない以下に該当する世帯
・低所得世帯……資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯
　　　　　　　　であって収入が一定水準以下の世帯
・障がい者世帯…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
・高齢者世帯……65歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者等）

●償還方法
月賦（元利均等償還）

●貸付利子
年1.5％
（連帯保証人がいる場合と教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は年３％又は長期プライムレートのいずれか低い利率）
ただし、償還期限を経過すると、延滞元金について延滞利子が加算されます。
制度の詳細については、本会へお問い合わせください。

●連帯保証人
借受人と連帯して債務を負担する保証人　原則１名（保証人が無しでも貸付可能な場合があります）
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じ人道的事業に参加するため、定額500円以上のご協力をい
ただく方法です。

寄付金
　赤十字の趣旨に賛同するが、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。

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23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

主な事業内容

赤十字の活動資金にご協力いただく方法

日本赤十字社　愛知県支部（052）971－1591
　　　　　　　豊田市地区　34－1131

＜問合せ＞

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。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）

豊田市社会福祉協議会では義援金募集に協力しています！豊田市社会福祉協議会では義援金募集に協力しています！

≪市社会福祉協議会への寄付≫
　㈱ジェイ・ピー、K.S.Vさざんか、日本発条労働組合豊田支部、市民芸館友の会、㈱豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、長谷川敦男、豊田遊

技業防犯組合、磯谷公明、磯谷志づ子、梅田康司、丹羽薈、山内純平商店、第6回豊田市小原地区チャリティゴルフ大会実行委員会、安藤啓治、

熊谷武、㈱クラチスタヂオ、豊田モラロジー事務所、崇化館夢フェスタ実行委員会、青木孝義、藤岡ゴルフ連盟、ザ・やまびこカラオケ教

室、旭郵便局、早川流やぐら太鼓　雅、浅見富士男、カラオケちゃら、アイリスグループ、（医）三九会三九朗病院、豊田美術連盟、ボーイ

スカウト豊田第34団、いなぶいきいきフェスタ’10実行委員会、稲武地区民生委員児童委員協議会、澤田全治、前田幸子、手嶋正昭、じゅ

うじ花、一九会、大澤敏之、今自治区、沙和花、逢妻交流館創作あぷりけ楽布遊、豊田市シルバー人材センター、オカリナ工房美里、特定

非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会、全日本練士会空手道連盟、保見ふれあい祭り実行委員会、美里交流館　茶道同好会、トヨタ記

念病院みつわ会、宍戸久枝、昭和44年度朝日丘中学校卒業生一同、トヨタ車体ＴＬ会、トヨタ車体ＧＬ会、梅沢春香愛好会、前林地域ふれ

あいまつり実行委員会、㈶あすて花水木の会、長興寺自治区青壮年同志会、竜神地区コミュニティ会議青少年健全育成部会、小糸製作所労

働組合、トヨタ生協メグリア家庭会、トヨタ生活協同組合、日本発条労働組合豊田支部、暮らしの手作り工房　ちゃるま、第21回㈶豊田市

文化振興財団歳末チャリティー作品展実行委員会、手づくりグループたんぽぽ、旭硝子労働組合愛知支部、えぷろんフーズ㈱、トヨタ自動

車労働組合、岩瀬歌謡教室、愛知県遊技場商品販売加工連合会、豊田市シルバー人材センター藤岡支所、市立足助中学校保健委員会、蛭子正憲、

少林寺拳法衣丘道院、第一生命労働組合豊田支部、兼市、豊田市自主研究グループ（音楽）、勝田好和、上郷地区新成人を祝う会、深田山自

治区深田町内会、旭地区民生委員児童委員協議会、鈴木章平、稲武佛教会、故石原良治の遺族から、伊達直人、もぐもぐ藤岡店、藤岡地区

老人クラブ連合会、国立豊田工業高等専門学校吹奏楽部、稲垣壽彦、トヨタテクニカルディベロップメント㈱、青山史郎、若園地区コミュ

ニティ会議、サロンますとみ、手作り工房山遊里、鶴田美代子、日蓮宗立正教会、春日井敏幸、パインズゴルフクラブ小原地域感謝祭

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、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、TSN会、㈲マルコー石油店、加藤ミサ子、豊田市婦人交

通安全奉仕会、井上町八丁目自治区、北辰神桜流桜樹会、すまいる演歌同好会、とよた２＆４スワップミート、林テレンプ㈱豊田工場安全

運転管理委員会、市内公共施設善意の箱

≪宮崎県口蹄疫被害義援金への寄付≫
　オフィス花咲、市内公共施設義援金箱

≪鹿児島県口蹄疫被害義援金への寄付≫
　市内公共施設義援金箱

≪2010年7月豪雨災害義援金への寄付≫
　市内公共施設義援金箱

≪奄美地方大雨災害義援金への寄付≫
　高橋地区コミュニティ会議福祉委員会バザー収益金、高橋地区輪和
まつり実行委員会バザー部門収益金、市内公共施設義援金箱

≪鳥取県豪雪災害復興義援金への寄付≫
　前林地域ふれあいまつり実行委員会、市内公共施設義援金箱

Ｑ：被災地に何か支援したい！
Ａ：本会では被災地で義援金の募集が始まった時、豊田市内の受付窓口
として、地震や台風などで被災した方々を支援することを目的に、
災害義援金を募集しています。

Ｑ：義援金に協力する方法は？
Ａ：本会の事務所に直接お持ち込みいただくか、または一部の市内公共
施設（主に交流館）に了承を得て、義援金箱を設置しています。義援
金箱の設置場所については、直接お問合せください。また、義援金
の受付は募集期間のみになりますので、ご注意ください。

Ｑ：寄付した義援金はどうなるのですか？
Ａ：お預かりした義援金は被災地へ送金し、被災地の義援金配分委員会
にて配分されます。

Ｑ：現在募集中の義援金を知りたい場合は？
Ａ：本会に直接お問い合わせください。

○日本赤十字社愛知県支部が行う事業
　・災害現場での医療救護
　・国際赤十字の一員として活動する看護師の養成
　・血液事業
　・救急法・家庭看護法などの講習会の開催
　　（介護員養成講習、災害時高齢者支援講習）　など

○日本赤十字社愛知県支部豊田市地区の行う事業
　・火災等の被災者への救援物資等の配布
　　（見舞金、毛布、見舞品などの配布）
　・青少年赤十字への助成
　　（市内全小・中・特別支援学校加盟）
　・赤十字奉仕団への活動支援　　など

災害義援金・救援金Ｑ＆Ａ

中国青海省地震被害救援金
宮崎県口蹄疫被害義援金
鹿児島県口蹄疫被害義援金
2010年７月豪雨災害義援金＊
奄美地方大雨災害義援金
鳥取県豪雪災害復興義援金

115,806
325,120
42,708
44,460
94,451
46,096
668,641

名　　称

合　　計

実績額（円）

Q Ａ

＊平成22年広島県大雨災害義援金、山口県平成22年7月大雨災害義援金総務課　34－1131

＜問合せ＞


