
寄付者 寄付物件
愛豊歯科医師会　豊明支部　ははの箱 500,000円
天野　啓子 58,623円
愛知中小企業家同友会　豊明地区 12,000円
白石社会保険労務士事務所 100,000円
医療法人広川レディスクリニック 100,000円
フラ女子会　ハイビスカス 7,000円
豊明青空気功の会 13,000円
立松　瞭三 15,000円
徳永　恭之 車イス１台
アルメック株式会社 クリスマスブーツ200個
川口板金株式会社 クリスマスケーキ200個

この広報誌は、市民の皆様にご協力をいただいた赤い羽根共同募金を財源として発行しています。
編集発行：豊明市社会福祉協議会　豊明市新田町吉池18-3（豊明市総合福祉会館内）　電話 93-5051　FAX 93-3880

ツイッター・フェイスブックでも情報発信中http://toyoake-syakyo.jp/ 豊明市社協 検索 クリック

区長、町内会長、班長にご協力いただき、地域住民の皆様に募金
をお願いしました。
名鉄前後駅と豊明駅で、共同募金の啓発を兼ねた募金活動を行
ないました。
民生委員や共同募金委員会役員、社協職員が市内の法人(企
業・店舗等)の皆様にご協力をお願いしました。
福祉教育の一環として、市内の15校の児童生徒の皆様にご協力
いただきました。
市役所や社会福祉施設等で、職員の皆様に社会貢献活動の一
環として、ご協力をお願いしました。
市内にある飲食店や店舗等に、募金箱の設置やポスターの掲示
等にご協力いただきました。

テーマを「とよあけ子ども食堂活動助成募金」とし、主にガチャ
ガチャを使用した募金活動を行いました。
ガールスカウトの皆様のご協力いただき名鉄前後駅にて街頭
募金活動を行いました。

5,333,627円

4,888円

1,219,597円

275,496円

278,835円

12,284円

23,600円

23,143円

一般募金

募金の種類 実　績　額

歳末たすけあい募金

戸 別 募 金

法 人 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

協 力 店

個人の皆様から、共募の窓口にて募金に協力いただきました。
（募金箱、自動販売機も含む）54,917円そ の 他

テーマ型募金

街 頭 募 金

ご協力いただきありがとうございました
　市民の皆様、法人、学校、職域募金等たくさんの方のご協力により、本年度は
7,226,387円（令和４年１月21日現在）もの募金が集まりました。
　お寄せいただいた募金は、豊明市の福祉活動や県内の社会福祉事業に役立てさせ
ていただきます。ありがとうございました。

赤 い 羽 根 共 同 募 金赤 い 羽 根 共 同 募 金

活　動　内　容

みんなであいさつ 
　　みんながあいさつ
みんなであいさつ 
　　みんながあいさつ
あいさつ運動の取り組み

①家族間や職場でのあいさつを
　しっかりと。
　（実はなかなかできていないことも）
②相手から返事がなくても、
　まずこちらから。
③相手が誰かわからなくても
　あいさつを。

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました（敬称略）
※令和3年１2月１日から令和4年1月31日までのご寄付を掲載しております。

▲障がい者（児）クリスマス会の様子

▲愛豊歯科医師会　豊明支部　ははの箱

まごころサービス支援員
（登録スタッフ）募集

ケアマネジャー（嘱託職員）募集

キッチンカースタッフ募集

勤務開始日 応相談 資　格 運転免許

賃　金 ひとり親家庭の方、60歳以上の方、
障がいをお持ちの方
987円～1,200円

勤　務 1週間のうち3～4日で、1日6時間まで
（シフト制）
※ひとり親家庭の方、勤務時間は応相談

その他 飲食店（調理、接客）勤務経験のある方歓迎
土・日・祝日勤務できる方歓迎
詳しい内容はお気軽にお問合せください。

問合せ 豊明市社会福祉協議会　☎93-5051

勤　務 月曜～金曜
8：30～17：15（休憩１H）
土日祝、年末年始休み、夏季休暇あり

給　与 188,000円～（前歴加算あり）
待　遇 昇給、賞与（年２回）、退職金制度あり
資　格 介護支援専門員
問合せ 豊明市社会福祉協議会

居宅　☎91-1573

内　容 調理、洗濯、掃除、生活支援、夜間見守りなど

豊明市社会福祉協議会
フィット　☎91-1760

賃　金 時給1,100円～
※別途各種手当あり

問合せ

ホームヘルプサービス　☎91-3251問合せ

賃　金 1時間　1,100円（交通費含む）
1日1時間からの活動可（要相談）勤　務

編集後記 　３月になると３.１１を思い出します。東日本大震災が起きてから今年で１１年目、私たちはあ
の日のことを忘れない。（あ）

障がい者グループホーム
オープニングスタッフ募集

高齢者の生活支援（日常の掃除、ごみ出し、簡単な
調理、買物代行など）を、行っていただく仕事です。

キッチンカーに乗って市内の学校、企業、地域
のイベントで飲食物を販売するお仕事です。

＊愛豊歯科医師会　豊明支部　ははの箱　協力医院（順不同）

あおやま歯科医院、あさの歯科クリニック、池田歯科医院、かずま歯科
クリニック、加藤歯科医院、歯科 鳥居医院、新栄歯科、鈴木歯科クリニ
ック、たかぎ歯科医院、豊明歯科医院、とよあけ矯正歯科、みつばやし
歯科･矯正歯科クリニック、二村台歯科医院、ほづみ歯科医院、前田デ
ンタルクリニック、まつい歯科医院、歯科 松岡クリニック、まつもり歯
科、三浦歯科医院、村山ファミリー歯科、やなせ歯科医院、渡辺歯科

新規利用者増加中のため!!

資格がなくても、支援に入る前に研修を行います
のでお気軽に問い合わせ下さい

社協障がい者
グループホーム
入居申込受付中!!

きれいな個室で
安心な生活を。

問合せ・受付窓口
豊明市社会福祉協議会　フィット
TEL 0562-91-1760

お気軽に
お問合わせ
ください。

令和4年4月採用
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あいさつ運動
実施中！
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　市民主体で、子どもから大人まで年齢を問わず誰でも気軽に集える「地域の居場
所」づくりを応援しています。関心がある方はお気軽にお問い合わせください。

“ボランティア活動保険に加入しましょう”“ボランティア活動保険に加入しましょう”
令和4年度の受付が３月7日（月）から始まります！ 

※新型コロナウィルス感染症補償も対象に加わりました。
　詳しくは、豊明市社会福祉協議会 ボランティアセンター　☎93-5657 まで

基本プラン：２５０円 ・ ３００円 ・ ５００円
天災プラン：４００円 ・ ５００円 ・ ８００円
ボランティア活動をしている団体・個人 
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 中途加入の場合は、加入日の翌日
から令和５年３月３１日まで

掛　　金 ：

対 象 者 ：
保険期間 ：

　「ボランティア活動保険」は、ボランティア活動中にボランティア
自身がケガをした場合、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり
してしまった場合に補償する保険です。

令和4年4月1日から活動されるグループまたは個人は、
必ず3月31日（木）午後5時までに加入手続きを行なってください。

～安心・安全に
ボランティア活動を
するために～

支えあいの
まちづくり事業

～お家介護のヒント～

介護者のつどい

ひまわりカフェ

なかよし子ども食堂開催しますなかよし子ども食堂開催します
■とき：3月5日（土）　■時間：11時～13時まで
■場所：総合福祉会館内
■対象：豊明市在住の子どもたちとその保護者
■参加費：高校生まで無料、保護者300円

　子ども食堂に興味のある方、地元でやってみたい
方、仲間をつくりたい等、社協までお問合せください。

豊明市
社会福祉協議会
☎93-5051

問合せ先

　なかよし子ども食堂は1年半の間、総合福祉会館に
てたくさんの方にご利用いただきました。今後は子ど
も食堂運営スタッフが主体となり“カラット”へ移転
します。皆さんきてくださいね。

なかよし子ども食堂よりお知らせ

子ども食堂運営スタッフ募集！

フリースペース・スワローフリースペース・スワロー
ひきこもり状態にある方や、人や社会との
関わりに不安を感じている方が安心して自由
に過ごせる場所です。
まずはお気軽にご連絡ください。

毎週水曜日　10：00～15：00
総合福祉会館　３階　視聴覚室
☎０５６２‒８５‒３９５１
豊明市社会福祉協議会 はばたき
　 habataki@toyoake-syakyo.jp

日 　 時
会 　 場
問合せ先

無理に
話さなくても
大丈夫◎

途中参加、途中退出もOK

※令和4年1月4日から令和4年1月31日
　までのご寄付を掲載しております。

寄付物件寄付者

こんどう　のぶお
ケーファーム

みかん
60㎏

子ども食堂のために
ご寄付いただき誠に
ありがとうございます

（敬称略）

令和４年３月７日（月）
午後1時30分～午後3時30分頃（予定）
総合福祉会館　３階　大会議室
※詳細は予約時にお伝えいたします。
お家介護のヒントに関する講座
無し 　　　　　　　40名

豊明市社会福祉協議会 ☎９３‒５０５１

日 　 時

会 　 場

内 容
参 加 費 定 員

問合せ先

※開催日前日までに参加予約をお願い致します。

サ ロ ン 名 開 催 場 所

1 えんがわさろん阿野 阿野ふれあい会館
2 阿野脳トレ俱楽部 阿野ふれあい会館
3 いきいきサロン笑門 門先集会所
4 ふれあいサロン団らん 門先集会所
5 サロンなかじま 中島区公民館
6 ファミリーサロン西川 西川会館
7 13年すみれ会 福祉体育館柔道場 等

8 かるた会
阿野会場
老人福祉センター
きずな室

9 三崎ファミリーサロンわくわく交流館 三崎総合会館

10 三崎3B体操 三崎総合会館
11 EGAO家運営協議会 egao家 （井ノ花公園前）
12 ミキさくらんぼ ゆたか台公民館
13 ねんりん倶楽部 坂部 坂部区公民館
14 たまごっちの会 前後会場
15 サロン会 食育部 仙人塚集会所

16 仲よしクラブ 仙人塚集会所
（第5週、8月はお休み）

17 仙人塚音楽サロン 仙人塚集会所
18 坂部ふれあいサロン 坂部老人憩いの家
19 ストレッチ沓掛男衆 薮田集会所
20 大同いきいき会 大同集会所
21 薮田サロン 薮田集会所
22 鹿嶋クラブ 宿公民館

23 地域ふれあいサロンひかり台談話室 ひかり台団地集会所

24 沓懸俱楽部 本郷公会堂

25 二村台1区憩いサロン運営会 八ツ屋老人憩いの家

26 二村台4区健康体操クラブ 荒巻老人憩いの家

27 木曜カフェ“アベリア”運営委員会 荒巻老人憩いの家

28 ねんりん双峰 二村会館
 （二村台小学校内）

サ ロ ン 名 開 催 場 所

29 上髙根ふれあいサロン元気会
偶数月：円福寺本堂
奇数月：上髙根老人憩い
　   　　の家

30 ふれあいサロン上髙根50円喫茶 （なごむ会） 上髙根老人憩いの家

31 フレッシュ大宮 敷田老人憩いの家
32 カフェひまわり 八ツ屋老人憩いの家
33 はればれ会 大脇老人憩いの家
34 ねんりん内山 内山老人憩いの家
35 大脇なかよしクラブ 旧フードセンターあおき
36 リフレッシュおおわき 大脇コミュニティセンター

37 大脇げんき会 大脇コミュニティセンター
①は偶数月・②は奇数月

38 いきいき健康体操クラブ 桶狭間区民会館

39 桶桶クラブ （自由サロン） 桶狭間区民会館

40 あすなろ会 桶狭間老人憩いの家

41 桶狭間区ニコニコ子育て地域カフェ 山ノ神集会所

42 大根区ジャンジャンサロン 大根公民館

43 健康体操ふれあいサロン 「いつみ」 舘区民会館

44 スマイル舘 舘区民会館
45 ふれあいサロン舘 舘区民会館
46 舘なかよし会 舘老人憩いの家

47 おちあいニコニコサロン 落合氏子会館

48 落合みまもりサロン 長作集会所
49 サロン養元 養元集会所

50 のびのびなかよしクラブ 落合氏子会館

51 NPOおたがいさまの家いっぷく いっぷく内 （新栄町）

52 体操クラブ百足 落合氏子会館
53 桜ヶ丘音楽サロン 桜ヶ丘公民館
54 豊明エコキッズ 桜ヶ丘公園等
55 内山ラジオ体操クラブ 内山児童公園

56
桶狭間区環境委員会
通称：生活支援・
　　   見守り隊

桶狭間区4町内・
桶狭間区民会館

あなたも地域で

サロンをやって

みませんか？
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問合せ先　豊明市社会福祉協議会　☎93-5051

（とよあけ福祉協力金活用事業）


