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10万本のフラワーアート「アマビエ」
2021たんとうチューリップまつりに、あいさつ運動キャラクターあいちゃん登場
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今月は、ページ数を8ページから4ページに縮小して
お届けします。
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豊岡市社会福祉協議会
この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金により発行しています

災害時における相互協力に関する協定締結

～ 支援ニーズの把握、災害ボランティアセンターの運営、物資の仕分け等 ～
豊岡市社協、一般社団法人 豊岡青年会議所、豊岡商工会議所青年部、豊岡市商工会青年部は、４月19
日に豊岡市立会いのもと「災害時における相互協定に関する協定」を締結した。
協定では、市内において地震や風水害、その他の災害が発生した場合、被災地の状況とニーズを迅速
かつ的確に把握し、効率的・効果的なボランティア活動を行うため、四者が相互に協力をする。平時か
ら災害に備えるため、協定は毎年、
四者間で内容について協議を行っ
た上で１年ごとに更新することと
している。
参加した団体の代表者は、「この
協定の締結を一つのきっかけとし
て市民の安全で安心な暮らしにつ
ながるようにしたい」、「防災を見
つめ直す機会としたい」、「市が一
つになって取り組み、市民のため
に貢献したい」と話した。
締結式に引き続き、災害ボラン 左から豊岡市社協 中川茂理事長、豊岡商工会議所青年部会長 沖野公洋様、
ティアセンターの役割・活動内容 （一社)豊岡青年会議所理事長 池垣睦生様、豊岡市商工会青年部部長 柴田良馬
等に関する研修を23人が受講した。 様、豊岡市副市長 森田敏幸様

社会福祉団体
活動助成金 交付事業 のご案内
豊岡市社協では、赤い羽根共同募金の配分金を財源に、社会福祉団体の活動に対する助成を行います。
≪助成対象団体≫ 次の条件を全て満たす団体
①市内に活動拠点を置き、社会福祉の増進を図る活動を２年以上継続している。
②構成員が20名以上である。
③会則または規則を有し、自主運営の機能及び独立した会計を確立している。
≪助成対象経費≫ 団体の活動経費
但し、次の①～③は助成対象とはなりません。
①介護保険法または障害者総合支援法に基づいて実施する事業に係る経費
②人件費
③懇親会における飲食費
≪助成金額≫
・団体の当該年度支出予算総額の１００分の５以内
・本助成金交付事業の予算の範囲内
≪申込方法≫
下記問合わせ先へ連絡をお願いします。要綱・申請書類を郵送いたしますので、申込期限までに書
類をご提出ください。
≪助成金の交付決定≫
提出していただいた書類を審査し、決定いたします。
≪申込期限≫ 令和３年７月７日（水）
≪申込・問合わせ≫ 豊岡市社協 本所 企画総務課 TEL：23－2573

令和 3 年 5 月 25 日
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《 食べ物が必要な人に支援を 》

令和2年度 緊急食料支援事業 実績報告
緊急食料支援事業とは
失業など様々な理由で食料の確保ができない方へ、市民の皆様や
事業所から寄付いただいた食料品をお届けします。その際、相談員
がお困りの状況についてうかがい、生活を立て直す方法をご本人と
一緒に考え、関係機関や地域と連携し生活再建のお手伝いをします。
令和２年度は延べ36世帯への支援を行いました。

～ ありがとうの気持ちの絵手紙が届きました♡ ～
ある子育て中のシングルマザーからの相談。新型コロ
ナウイルス感染症の影響で緊急事態宣言が発令され学校
が休校。また子どもの体調不良で、パートに出られない
日が多く、給料も減少。高校への入学準備と巣ごもり生
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２週間近くありました。所持金も残りわずかで給料日ま
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緊急食料支援を受けることで仕事を
続けられ、無事給料日を迎えて生活を
繋ぐことができました。女性と子ども
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活で思った以上に生活費がかさみ、次の給料日までまだ
でどう生活しようか悩んでいました。

緊急食料支援事業 支援世帯数
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たちは食料を提供いただいた方やこの
取り組みへの感謝の思いを絵手紙にし
て届けてくれました。

～ご協力ありがとうございました～
令和２年度は個人や事業所の皆様から延べ79件のご寄付
をいただきました。定期的な寄付や急なお願いに対応して
くださる事業所などもあり、皆様のご協力に感謝申し上げ
ます。

～引き続き、緊急食料支援事業へのご協力をお願いします～
【提供いただきたい食料品】

レトルト食品（カレー、牛丼等）、インスタント食品（ラーメン、みそ汁等）、缶詰、お米など
※賞味期限が２カ月以上あり未開封のものをお願いします。お米は事前に下記までご連絡ください。
※賞味期限が近づいた食品は、その他の生活困窮者支援事業に活用いたします。

【受
付】豊岡市社会福祉協議会 本所および各支所、豊岡市総合相談・生活支援センター
【問合わせ】豊岡市総合相談・生活支援センター
住所：豊岡市立野町12-12
電話：23－1940
FAX：26－6070
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善意銀行だより
第182号 令和3年5月25日発行
豊岡市社会福祉協議会

住 所
氏
名
本所受付分
豊岡くらしの会
豊岡女性交流会
どんぐりの会
ONE らいふ実行委員会
委員長 更家 満
匿 名
匿 名
竹野支所受付分
竹 野
伊藤 幸男
羽 入
山本 奈津
日高支所受付分
府市場
中島 敏幸
日高歌声同好会
栗栖野
岡本 眞作

金額（円）・物品

摘

要

55,325
98,529
50,000

善意の預託
善意の預託
善意の預託

487,000

善意の預託

金一封
金一封

善意の預託
善意の預託

金一封
金一封

供養
善意の預託

金一封
10,000
金一封

善意の預託
善意の預託
供養

HP:www.toyooka-wel.jp
E-Mail：info@toyooka-wel.jp

ドーナツこども食堂
時】６月10日（木）、24日（木）
１１：００～１３：００
【場 所】豊岡健康福祉センター３階
（城南町２３－６）
【食事代】幼児～中学生
１００円
大人（高校生以上）３００円

皆さまのあたたかい善意をありがとうございます。
地域福祉活動推進のために役立たせていただきます。
令和３年４月1日～30日（敬称略・受付順）

住 所
氏
名
但東支所受付分
中 山
福田 芳郎
西野々
今井 久子

金額（円）・物品
金一封
金一封

緊急食料支援事業

4月受付分（敬称略）

摘

要

供養
供養

食料提供
【店舗提供品】
生鮮食品
【フードドライブ】
食品等

加広町

コープこうべ
コープデイズ豊岡

日高町祢布

一般社団法人
ソーシャルデザインリガレッセ カップ麺、缶詰
大槻 恭子

九日市下町

ローソン豊岡九日市店
西田 泰代

カップ麺

毎月第２・第４木曜日開催！
どなたでもお気軽に来てくださいね

【日

※最 新情報は、問合わせ先へご確認く
ださい。

笑顔いっぱい
みんなで食べると
おいしいね
【問合わせ】NPO法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク
ドーナツの会 TEL：26－1101
https://kounotori-inochinet.com/restaurant/

障がい者福祉へ寄付
本所
23-2573 城崎支所 32-4503 竹野支所 47-1423
日高支所 42-0100 出石支所 52-3024 但東支所 54-0181

４月５日（月）ＯＮＥらいふ実行委員会（委
員長 更家満様）から豊岡市社協善意銀行に
487,000円の寄付をいただきました。更家委
員長は、「障がい者が主役となって自己表現で
きる場所をつくることや地域の人たちととも
に生きて行ける機会をつくることなどを目標
に『ＯＮＥらいふフェスティバル』を開催し
てきた。しかし、新型コロナウイルスの影響
など諸事情を勘案し
第27回（ 令 和 元 年
度）のフェスティバ
ルを最後の開催とす
ることとなったた
め、実行委員会解散
に伴う清算残金を障
がい者福祉に役立て
ていただきたい」と
寄付の主旨を話しま 左からＯＮＥらいふ実行委員
会更家満委員長、豊岡市社協
した。
中川茂理事長

6月各種相談日
いずれの相談も無料です

結婚相談

素敵なお相手を見つけましょう

◆豊岡健康福祉センター（TEL：23−2573）
４日（金）、１８日（金）13:30～16:00
◆日高健康福祉センター（TEL：42−0100）
９日（水）、２３日（水）13:30～16:00

心配ごと相談

一人で悩まず、まずは相談を

◆豊岡市社協 本所・各支所
（月）～（金）8:30～17:30
祝日・年末年始（12/29～1/3）は休みです

法律相談

気軽に弁護士に相談できる機会です

◆豊岡健康福祉センター（TEL：23−2573）
相 談 日 ６月８日（火）13:00〜16:00
予約受付開始 ６月１日（火）８:30〜
電話予約のみ、先着８名
※次回相談日７/13（火）予約受付開始７/６（火）8:30～

