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　社会福祉協議会がこれまで推進してきた、地域
ふれあいサロン・障がいを理解するための実践教
室・災害ボランティアに関する支援などの事業の
充実も図り、学校・地域を応援していきます

とよた社協だより

●問合せ

豊田市社協小原支所　☎65－3350
●問合せ

総務課　TEL 34－1131　FAX 32－6011
●問合せ

総務課　TEL34－1131　FAX 32－6011

●問合せ

地域福祉課
TEL 31－1294
FAX 32－6011

とよた社協だよりの発行には社協会費・共同募金配分金を使用しています。

第12回 地域ふれあいサロン
「地域のばぁ～じぃ～生きがい活動展」を開催します！
○日時　平成24年２月１日（水）～３月31日（土）（月曜日は休みです）
　　　　午前10時～午後５時まで（最終日は、午後３時まで）
○場所　福祉センター　３階リフレッシュコーナー・吹き抜け周辺
○内容　地域のみなさんの「ふれあいサロン」での作品と笑顔の写真の展示
　　　　簡単な物づくりができる体験コーナーも楽しいですよ！！
　　　　（体験コーナーは、毎週木曜日午前10時15分～11時45分まで。）

養成講座終了後は・・・
　週３日、１日４時間程度でミニデイサービスのスタッフと
して活動していただく予定です。

第10回　地域ふれあいサロン

藤岡地区での家具転倒防止講座

豊田市社会福祉協議会の理念
　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。

市内で障がい者支援を行うNPO法人⑧
特 集

住所：豊田市近岡町藤ノ木５９－７
電話：62－3511特定非営利活動法人 ハピネスネットワークあすけ

問合せ　豊田市社協地域福祉課
　　　　電話　３１－１２９４

【日　時】平成22年３月13日（土）～15日（月）
　　　　　　午前10時～午後６時
　　　　　　（３月15日（月）は午後３時まで）
【場　所】ジャスコ豊田店　１階ふれあい広場
【内　容】地域のみなさんの「ふれあいサロン」での
　　　　　作品と笑顔の写真の展示。
　　　　　簡単な物づくりができる体験コーナーも
　　　　　あります！！（体験は午後３時まで）
　　　　　なお、昼休憩は正午～午後１時。

　高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも元気で楽しく暮ら
すために生きがいづくり、健康づくり、ふれあい活動などを
支援しています。自治区の皆さんが主役となって地域にあっ
たサロンをつくっていただいています。現在、市内235か所
のサロンで、皆さんが楽しく活動をされています。

地域ふれあいサロンとは…

10周年記念！

　財団法人日本ユニセフ協会と特定非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協
会が不要入れ歯のリサイクル事業に取り組んでいます。入れ歯に含まれる貴
金属を精製し、再利用することで得られる収益を、世界の子どもたちのため
に寄付したいと日本入れ歯リサイクル協会が始めた活動です。豊田市では
「五えん」の会（ボランティアグループ）が賛同し、豊田市社会福祉協議会
が五えんの会に協力しています。
　この回収ボックスで得られた資金は、日本ユニセフ協会と豊田市社会福祉
協議会に各々40％が寄付され、残り20％が日本入れ歯リサイクル協会の運営
費となります。
　この度、34,825円の寄付金を豊田市社会福祉協議会にいただきました。
　豊田市では「五えん」の会のみなさんが、入れ歯回収活動のＰＲ、入れ歯
の回収をしています。今後も皆様のご理解とご協力をお願いします。

　平成15年、足助地区や近隣地区のために、福祉の増進、生涯学習等に関する活動や事業を行い、暮らしを
支援し、共に助け合い、健康で安心して生活できる地域社会を作っていくことを目的として設立しました。
　地域支援デイの利用者を中心に自主製品・リサイクル製品作りをする中で、その人その人にあった作業や
暮らしに必要な様々な経験を積み重ねていくことで、地域社会で自分がいかに必要で大切な存在であるかを
感じる行事や地域に貢献できる活動をしています。

福祉センターに情報コーナーがオープンしました。
　高齢者が住み慣れた地域で、自分を活かし、アイデアを出し合いながらお
互いに支え合って、明るく、元気で暮らせる地域づくりを目的とした事業で
す。自治区の皆さんが主役となって、地域に合ったサロンをつくっていただ
いています。

地域ふれあいサロンとは…

　情報コーナーは、昨年12月に福祉センター２階にオープンした、福
祉を知らない人から介護を行っている人まで、見て・ふれて・体験して、
福祉について知っていただく場所です。「つながる」をコンセプトに、
人や地域、未来につながることを意識した展示内容となっています。ま
た、コーナー全体で「やさしい生活」「健康づくり」「回想」「ガイダ
ンス／体験」「豊田市の福祉」の５つのエリアを設けています。
　見て・ふれて・知っていただくため、ぜひお越しください。

やさしい生活
　障がいがあっても普通に日常生活
を送ることができるよう、生活を補
助するさまざまな用具を展示してい
ます。また、障がいのある方たちが
作った製品も展示しています。

健康づくり
　生活習慣病や認知症、うつ病など
を予防するために、パソコンや機器
を使って簡単に心と体のチェックや
脳のトレーニングができます。

豊田市の福祉
　豊田市が行ってい
るさまざまな取り組
みについて紹介して
います。

ガイダンス／体験
　ルーム内のバリ
ア体験では高齢者
や障がい者の擬似
体験や、その人た
ちに必要な介護の
体験ができます。

回　想
　回想法（※）を実践できるよう、昭和30年代ごろの一般家庭
の居間を再現しています。
※回想法とは、認知症の治療法のひとつで、高齢者の若いころの記
憶を引き出し、懐かしい思い出をよみがえらせることが、脳の活
性化につながるとされ、認知症の予防や症状の進行を遅らせる効
果があるとされています。

エリア紹介

◆ 情報コーナー開設日時
　 火曜日～日曜日
　（ただし、月曜日が祝日の場合は開設、12月28日～翌年1月4日は休みです）
　 午前10時～午後３時

地域ふれあいサロン（ゆめ広場）の活動風景

掲載名は寄付者の意向に準拠しています。この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。

義援金をいただいた方のお名前をホームページにも
掲載しております。
URL　http://toyota-shakyo.jp/

東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました（平成23年7月1日～11月30日受付。順不同、敬称略）

トヨタ自動車㈱電池･FC生技部試作実験課有志、かみごうスポ
ーツクラブ、老人クラブ野見宿祢会、豊田市交通安全学習セン
ター、若園交流館講座「リサイクルくる交流会」、豊田市民文
化会館豊田市民ギャラリー、豊田芸術選奨受賞記念展伊丹靖夫
展、岩瀬歌謡教室、㈲reMix、㈶豊田市体育協会、ファーマー
ズマーケット運営協議会事務局出納責任者安藤彰朗、第61回
「社会を明るくする運動」高橋･美里･益富地区大会、豊田市立
井郷中学校福祉委員会、東山体育センター、宮口上自治区、岩
邑岳彦、正木多美子、公益財団法人豊田市文化振興財団、おい
でんまつり義援金箱、挙母小学校、トヨタ自動車㈱元町工場三
層会･ふれあい･豊隆会、トヨタ自動車㈱元町工場総組立部、
NPOとよた羽ばたけ天翔、けやきワークス自治会、のっぽの会、
㈲佐久間養鶏場、竜神スポーツ同好会、シルバー人材センター
ソーイング班、トヨタ自動車元町工場夏祭り、豊田市赤十字奉
仕団防災講習会、K.S.Vさざんか、豊田美容組合、豊田商工会
議所役職員一同、トヨタ自動車中間ビーム戦略検討会、朝日丘
交流館ひだまりサロンフリーマーケット、ガールスカウト愛知
112団、旭中第３回生同級会、トヨタ自動車㈱元町工場運動部
員とファンの集い、若園コミュニティ会議福祉部会、豊田おい
でんまつり実行委員会、マイタウンおいでんin豊スタ運営委員
会、宮城一郎、NPOとよた天翔福祉フォーラム「豊寿園秋まつ
り」、豊南ふれあい祭実行委員会、上郷地区コミュニティ会議
福祉委員会、末野原地区コミュニティ会議青少年育成委員会、
末野原ふれあいまつり実行委員会、西町商店街協同組合はしご
酒友輪、トヨタ自動車㈱塗装生技部岩田久美と岩田久美を囲む
会一同、日本ボーイスカウト愛知連盟豊田第39団ベンチャー隊、
上郷コミュニティ会議広報委員会、ノーブル美容室、ヒッポフ
ァミリークラブ豊田、TIAボランティアグループオープンハー
ト、トヨタ自動車㈱堤工場HUREAI堤支部、布遊の会、上和会

自治区ふれあいまつりの募金、トヨタ生活協同組合生協ポップ
スジャズハード、グランドタイガー、㈱山協建設工業、㈾野田
味噲商店、山下昌信、ジョイカルウェイブ、梅坪小学校PTA学
年委員会、下和会にこにこサロン、高橋地区「輪和まつり」実
行委員会、高橋地区コミュニティ会議福祉委員会、豊田市近代
の産業とくらし発見館、月見の会キラリわかぞの塾、若園ふれ
あいまつり実行委員会、愛知県立豊田南高等学校、ボーイスカ
ウト34団、茶道同好会、かすりの会、こもれ日、㈲林起業、林
テレンプ労働組合、㈳愛知県宅地建物取引業協会豊田支部女性
部会、手話サークルとんとん、豊南げんきかい!!、橋倉勝孝、お
達者クラブ、豊田西高校卒あかしや会、前林地域ふれあいまつ
り（前林地域ふれあいまつり実行委員会、クロワッサン、ホーム
ベーカリーの友、明日の元気塾、茶筅の会、凧づくりの会、マ
ーチ&ステップ、あいうえお前林、紅月会、つむぎ会、
Mae.net、シルバー人材センター前林地域班、NPO法人きらっ
とはーと）、オカリナ工房美里、美里もっこうクラブ、
HairConciergeAngie、㈲花の精興園、読み語りボランティア
グループさとの声、旭高原元気村、豊田市立石畳小学校PTA、
㈱三州足助公社百年草事業部、新盛区自治会、御船こども園、
稲武観光協会、稲武まつり参加者、稲武地区匿名、福祉バザー
売上金、ザ・やまびこ、第７回豊田市小原地区チャリティゴル
フ大会、カラオケささゆり同友会一同、手づくり工房山遊里、
下山地区ふれあい会食会実行委員会、手づくり工房山遊里収穫
祭来場者募金、手づくり工房山遊里ジェラート募金、美坂屋ス
タッフ及びお客、藤岡ふれあいの館、藤岡石畳地区地域づくり
協議会、西市野々自治区、藤クラブ、藤っ鼓太鼓、藤岡ニュー
ハイツ自治区、西中山自治区いこまいフェスタ、御作小学校児
童・職員一同、藤岡中学校生徒会、市内公共施設義援金箱



社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会　〒471-0877 愛知県豊田市錦町1-1-1　TEL 34-1131　URL http://toyota-shakyo.jp/

2012 ２月号
回覧

地域のばぁ～じぃ～生きがい活動展を開催！

とよたとよた
社協だより

平成18年4月
初号発行

No.24

住　所：豊田市緑ヶ丘7－61
電　話：74－0023
Eメール：midori0023@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/cosmos-toyota/

　社会福祉協議会がこれまで推進してきた、地域
ふれあいサロン・障がいを理解するための実践教
室・災害ボランティアに関する支援などの事業の
充実も図り、学校・地域を応援していきます

とよた社協だより

●問合せ

豊田市社協小原支所　☎65－3350
●問合せ

総務課　TEL 34－1131　FAX 32－6011
●問合せ

総務課　TEL34－1131　FAX 32－6011

●問合せ

地域福祉課
TEL 31－1294
FAX 32－6011

とよた社協だよりの発行には社協会費・共同募金配分金を使用しています。

第12回 地域ふれあいサロン
「地域のばぁ～じぃ～生きがい活動展」を開催します！
○日時　平成24年２月１日（水）～３月31日（土）（月曜日は休みです）
　　　　午前10時～午後５時まで（最終日は、午後３時まで）
○場所　福祉センター　３階リフレッシュコーナー・吹き抜け周辺
○内容　地域のみなさんの「ふれあいサロン」での作品と笑顔の写真の展示
　　　　簡単な物づくりができる体験コーナーも楽しいですよ！！
　　　　（体験コーナーは、毎週木曜日午前10時15分～11時45分まで。）

養成講座終了後は・・・
　週３日、１日４時間程度でミニデイサービスのスタッフと
して活動していただく予定です。

第10回　地域ふれあいサロン

藤岡地区での家具転倒防止講座

豊田市社会福祉協議会の理念
　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。

市内で障がい者支援を行うNPO法人⑧
特 集

住所：豊田市近岡町藤ノ木５９－７
電話：62－3511特定非営利活動法人 ハピネスネットワークあすけ

問合せ　豊田市社協地域福祉課
　　　　電話　３１－１２９４

【日　時】平成22年３月13日（土）～15日（月）
　　　　　　午前10時～午後６時
　　　　　　（３月15日（月）は午後３時まで）
【場　所】ジャスコ豊田店　１階ふれあい広場
【内　容】地域のみなさんの「ふれあいサロン」での
　　　　　作品と笑顔の写真の展示。
　　　　　簡単な物づくりができる体験コーナーも
　　　　　あります！！（体験は午後３時まで）
　　　　　なお、昼休憩は正午～午後１時。

　高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも元気で楽しく暮ら
すために生きがいづくり、健康づくり、ふれあい活動などを
支援しています。自治区の皆さんが主役となって地域にあっ
たサロンをつくっていただいています。現在、市内235か所
のサロンで、皆さんが楽しく活動をされています。

地域ふれあいサロンとは…

10周年記念！

　財団法人日本ユニセフ協会と特定非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協
会が不要入れ歯のリサイクル事業に取り組んでいます。入れ歯に含まれる貴
金属を精製し、再利用することで得られる収益を、世界の子どもたちのため
に寄付したいと日本入れ歯リサイクル協会が始めた活動です。豊田市では
「五えん」の会（ボランティアグループ）が賛同し、豊田市社会福祉協議会
が五えんの会に協力しています。
　この回収ボックスで得られた資金は、日本ユニセフ協会と豊田市社会福祉
協議会に各々40％が寄付され、残り20％が日本入れ歯リサイクル協会の運営
費となります。
　この度、34,825円の寄付金を豊田市社会福祉協議会にいただきました。
　豊田市では「五えん」の会のみなさんが、入れ歯回収活動のＰＲ、入れ歯
の回収をしています。今後も皆様のご理解とご協力をお願いします。

　平成15年、足助地区や近隣地区のために、福祉の増進、生涯学習等に関する活動や事業を行い、暮らしを
支援し、共に助け合い、健康で安心して生活できる地域社会を作っていくことを目的として設立しました。
　地域支援デイの利用者を中心に自主製品・リサイクル製品作りをする中で、その人その人にあった作業や
暮らしに必要な様々な経験を積み重ねていくことで、地域社会で自分がいかに必要で大切な存在であるかを
感じる行事や地域に貢献できる活動をしています。

福祉センターに情報コーナーがオープンしました。
　高齢者が住み慣れた地域で、自分を活かし、アイデアを出し合いながらお
互いに支え合って、明るく、元気で暮らせる地域づくりを目的とした事業で
す。自治区の皆さんが主役となって、地域に合ったサロンをつくっていただ
いています。

地域ふれあいサロンとは…

　情報コーナーは、昨年12月に福祉センター２階にオープンした、福
祉を知らない人から介護を行っている人まで、見て・ふれて・体験して、
福祉について知っていただく場所です。「つながる」をコンセプトに、
人や地域、未来につながることを意識した展示内容となっています。ま
た、コーナー全体で「やさしい生活」「健康づくり」「回想」「ガイダ
ンス／体験」「豊田市の福祉」の５つのエリアを設けています。
　見て・ふれて・知っていただくため、ぜひお越しください。

やさしい生活
　障がいがあっても普通に日常生活
を送ることができるよう、生活を補
助するさまざまな用具を展示してい
ます。また、障がいのある方たちが
作った製品も展示しています。

健康づくり
　生活習慣病や認知症、うつ病など
を予防するために、パソコンや機器
を使って簡単に心と体のチェックや
脳のトレーニングができます。

豊田市の福祉
　豊田市が行ってい
るさまざまな取り組
みについて紹介して
います。

ガイダンス／体験
　ルーム内のバリ
ア体験では高齢者
や障がい者の擬似
体験や、その人た
ちに必要な介護の
体験ができます。

回　想
　回想法（※）を実践できるよう、昭和30年代ごろの一般家庭
の居間を再現しています。
※回想法とは、認知症の治療法のひとつで、高齢者の若いころの記
憶を引き出し、懐かしい思い出をよみがえらせることが、脳の活
性化につながるとされ、認知症の予防や症状の進行を遅らせる効
果があるとされています。

エリア紹介

◆ 情報コーナー開設日時
　 火曜日～日曜日
　（ただし、月曜日が祝日の場合は開設、12月28日～翌年1月4日は休みです）
　 午前10時～午後３時

地域ふれあいサロン（ゆめ広場）の活動風景

掲載名は寄付者の意向に準拠しています。この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。

義援金をいただいた方のお名前をホームページにも
掲載しております。
URL　http://toyota-shakyo.jp/

東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました（平成23年7月1日～11月30日受付。順不同、敬称略）

トヨタ自動車㈱電池･FC生技部試作実験課有志、かみごうスポ
ーツクラブ、老人クラブ野見宿祢会、豊田市交通安全学習セン
ター、若園交流館講座「リサイクルくる交流会」、豊田市民文
化会館豊田市民ギャラリー、豊田芸術選奨受賞記念展伊丹靖夫
展、岩瀬歌謡教室、㈲reMix、㈶豊田市体育協会、ファーマー
ズマーケット運営協議会事務局出納責任者安藤彰朗、第61回
「社会を明るくする運動」高橋･美里･益富地区大会、豊田市立
井郷中学校福祉委員会、東山体育センター、宮口上自治区、岩
邑岳彦、正木多美子、公益財団法人豊田市文化振興財団、おい
でんまつり義援金箱、挙母小学校、トヨタ自動車㈱元町工場三
層会･ふれあい･豊隆会、トヨタ自動車㈱元町工場総組立部、
NPOとよた羽ばたけ天翔、けやきワークス自治会、のっぽの会、
㈲佐久間養鶏場、竜神スポーツ同好会、シルバー人材センター
ソーイング班、トヨタ自動車元町工場夏祭り、豊田市赤十字奉
仕団防災講習会、K.S.Vさざんか、豊田美容組合、豊田商工会
議所役職員一同、トヨタ自動車中間ビーム戦略検討会、朝日丘
交流館ひだまりサロンフリーマーケット、ガールスカウト愛知
112団、旭中第３回生同級会、トヨタ自動車㈱元町工場運動部
員とファンの集い、若園コミュニティ会議福祉部会、豊田おい
でんまつり実行委員会、マイタウンおいでんin豊スタ運営委員
会、宮城一郎、NPOとよた天翔福祉フォーラム「豊寿園秋まつ
り」、豊南ふれあい祭実行委員会、上郷地区コミュニティ会議
福祉委員会、末野原地区コミュニティ会議青少年育成委員会、
末野原ふれあいまつり実行委員会、西町商店街協同組合はしご
酒友輪、トヨタ自動車㈱塗装生技部岩田久美と岩田久美を囲む
会一同、日本ボーイスカウト愛知連盟豊田第39団ベンチャー隊、
上郷コミュニティ会議広報委員会、ノーブル美容室、ヒッポフ
ァミリークラブ豊田、TIAボランティアグループオープンハー
ト、トヨタ自動車㈱堤工場HUREAI堤支部、布遊の会、上和会

自治区ふれあいまつりの募金、トヨタ生活協同組合生協ポップ
スジャズハード、グランドタイガー、㈱山協建設工業、㈾野田
味噲商店、山下昌信、ジョイカルウェイブ、梅坪小学校PTA学
年委員会、下和会にこにこサロン、高橋地区「輪和まつり」実
行委員会、高橋地区コミュニティ会議福祉委員会、豊田市近代
の産業とくらし発見館、月見の会キラリわかぞの塾、若園ふれ
あいまつり実行委員会、愛知県立豊田南高等学校、ボーイスカ
ウト34団、茶道同好会、かすりの会、こもれ日、㈲林起業、林
テレンプ労働組合、㈳愛知県宅地建物取引業協会豊田支部女性
部会、手話サークルとんとん、豊南げんきかい!!、橋倉勝孝、お
達者クラブ、豊田西高校卒あかしや会、前林地域ふれあいまつ
り（前林地域ふれあいまつり実行委員会、クロワッサン、ホーム
ベーカリーの友、明日の元気塾、茶筅の会、凧づくりの会、マ
ーチ&ステップ、あいうえお前林、紅月会、つむぎ会、
Mae.net、シルバー人材センター前林地域班、NPO法人きらっ
とはーと）、オカリナ工房美里、美里もっこうクラブ、
HairConciergeAngie、㈲花の精興園、読み語りボランティア
グループさとの声、旭高原元気村、豊田市立石畳小学校PTA、
㈱三州足助公社百年草事業部、新盛区自治会、御船こども園、
稲武観光協会、稲武まつり参加者、稲武地区匿名、福祉バザー
売上金、ザ・やまびこ、第７回豊田市小原地区チャリティゴル
フ大会、カラオケささゆり同友会一同、手づくり工房山遊里、
下山地区ふれあい会食会実行委員会、手づくり工房山遊里収穫
祭来場者募金、手づくり工房山遊里ジェラート募金、美坂屋ス
タッフ及びお客、藤岡ふれあいの館、藤岡石畳地区地域づくり
協議会、西市野々自治区、藤クラブ、藤っ鼓太鼓、藤岡ニュー
ハイツ自治区、西中山自治区いこまいフェスタ、御作小学校児
童・職員一同、藤岡中学校生徒会、市内公共施設義援金箱


