
平成30年度社会福祉協議会 会員加入報告
　　　　 武豊町社会福祉協議会“福祉でまちづくり”にご協力ください
平成31年度ボランティア活動保険加入のご案内
　
武豊ライオンズクラブ多賀授産所交流会
平成30年度 福祉作文コンクール入選作品のご紹介
● 「フードバンク活動」でこんなに多くの食品等をいただきました
● 福祉まつり協賛企業のご紹介
● 平成30年度 武豊町社会福祉協議会顕彰規程による顕彰者の紹介
車いすの貸出し・福祉車両の貸出し・行事等の予定・寄付御礼
　　  赤い羽根共同募金配分事業
平成31年度  武豊町地域活動支援事業助成金
～みんなの活動を応援します～ 公開プレゼンテーションのご案内

武豊町社会福祉協議会
マスコットキャラクターここちゃん

この広報誌は、みなさまから寄せられた社会福祉協議会費を財源に作成しています。

編集発行：社会福祉法人武豊町社会福祉協議会　武豊町字長尾山 2番地　電話 0569-73-3104　FAX 0569-73-8377

  武豊町社会福祉協議会が地域の福祉情報をお届けします
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わたしたちは、地域の人々のつながりを大切にし、一人ひとりの「ふだんの  くらしの  しあわせ」をともに追求します
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主 な 内 容

【写真】第33回武豊町福祉まつり3/10（日）の様子

武豊社協 検 索http://www.taketoyo-shakyo.com

ここちゃんリポート

会員募集

応募



　３０年度も社会福祉協議会会員へご加入いただき、誠にありがとうございました。
　皆さまよりお寄せいただきました会費は、広報・福祉推進普及活動等事業やボランティアセンター活動事業、
福祉教育事業等の財源として活用させていただきました。今後とも皆さまのご期待に応えるべく、努力してま
いりますので、引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。
　最後に、会員募集にあたり、ご協力をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。

平成30年度  
社会福祉協議会  会員加入報告

福祉活動を応援していただいている企業・団体 （特別会員・法人会員企業）順不同・敬称略

（平成3１年3月31日現在）

●会員種別加入状況のご報告

会員件数

会費納入金額

10,252件

6,060,200円

特別会員 （1口10,000円）

一般会員

賛助会員

特別会員

9,861

360

31

4,930,200

820,000

310,000

会員種別 件   数 金  額（円）

賛助会員  （３口6,000円）

賛助会員  （１口２,０００円）

あいち知多農業協同組合武豊事業部

株式会社ＪＥＲＡ　武豊火力発電所

日油株式会社愛知事業所

日本ルーブリゾール株式会社　衣浦事業所

ＡＧＣ株式会社　愛知工場

岩部建設株式会社

日本化学工業株式会社　愛知工場

ユタカフーズ株式会社

有限会社ナガタ設備

長尾部

特別養護老人ホーム くすのきの里

有限会社 和の街

医療法人聖会　石川病院

武豊町商工会

梅原歯科医院

株式会社新和

原田富士コンクリート工業所

株式会社武豊鉄工所

中山名古屋共同発電株式会社

青木自動車工業所

フルハシＥＰＯ株式会社 愛知第四工場

有限会社飯室商店 冨貴工場

ふき歯科クリニック

合資会社　誠進社

杉江製陶株式会社
知多カントリークラブ

三菱ＵＦＪ銀行　武豊支店
医療法人マックス　在宅総合センターケアシス
有限会社 シゲノ工務店
株式会社ツジタ
有限会社船戸工務店
寿産業株式会社武豊工場
有限会社山下組
三ツ峰観光
有限会社知多エッグ
叶技研株式会社
株式会社シンヨー
喜福
ながしま歯科
知多グリーン倶楽部
山下養鶏場有限会社
山新青果
新大和興運株式会社
有限会社うえはら
三井商店有限会社
武豊産業有限会社
茶谷事務所
中杉運輸有限会社
浅野建設株式会社
アイカワエステート株式会社
株式会社チタツー
有限会社中央空調サービス
株式会社名古屋銀行　武豊支店
有限会社五常相建
名古屋トヨペット株式会社　武豊営業所
カーステージ
長与工業株式会社
株式会社タケウチ金型
中川織布株式会社
サガミ　武豊店
すずのき歯科医院
株式会社花森鉄工
村上工業有限会社
カネ新商店有限会社
あおい美容室
武豊運輸合資会社
有限会社鍛冶正工業所
敷島屋合資会社
定ひろ
石川建設株式会社
東海樹脂工業株式会社
半田信用金庫　武豊支店

接骨院なちゅらる
アイダ自動車
大基業
株式会社カミオカプロダクト
よしむらストアー
株式会社大幾組
メンズヘアＴＡＫＡＮＥ
有限会社前田工業所
平川工業株式会社
東海工業株式会社
合資会社由村商店
衣ケ浦綿糸株式会社
株式会社由村製材所
合名会社中定商店
合資会社たからガレージ
有限会社武豊自動車工業
丸藤シートパイル株式会社
カニ江建工株式会社
株式会社斎藤工業
山田機工有限会社
株式会社丸一精肉店
株式会社タガヤハロー武豊
合資会社大藤材木店
中川歯科
つや子バレエ教室
森歯科医院
石川眼科
くむら製菓店
丸岡カメラ店
有限会社米利
八百竹
中本測量設計株式会社
株式会社ミユキ衣料
あだち歯科医院
イナバ洋品店
朝日新聞サービスアンカーASA武豊
知多信用金庫　武豊支店
合資会社久田硝子店
竹内電器商会有限会社
中本屋
有限会社武豊メガネ
芳味寿司
株式会社エイゼン
天木石油店有限会社
有限会社丸ヨ青木商店
歯科松本デンタルアート

タケトヨ接骨院
株式会社スタジオブレ
有限会社山幸鉄工
ナカムラ電化
久松
株式会社先端介護創世社
有限会社中六
大矢モータース
汐見ケ丘珠算塾
トラットリア ラルーチェ
有限会社魚勝
サワダ工業株式会社
サロンド・セプドール
北京
マミ
有限会社北澤園芸
株式会社飯田石油店
丸半運輸株式会社
ローソン　武豊インター西店
石金石材店
有限会社油清商店　大足販売所
有限会社フクイフォトスタジオ
ファミリーマート　堀割店
知多物産株式会社
石惣石材
豊年
花井自動車整備工場
共伸産業株式会社
とみ歯科クリニック
株式会社河崎海事
三星海運株式会社　武豊営業所
半田港運株式会社　武豊支店
カクトウ醸造
武豊ガス有限会社
株式会社丸又商店
大栄舎有限会社
有限会社茂美山商店
山喜化成合資会社
伊藤商店合名会社
南蔵商店
泉万醸造株式会社
理容プラージュ　武豊里中店
大屋敷薬局
三浦管工
ゆたか寿し
フジプレコン株式会社

ナカノ住宅土地株式会社
中野建築
セブンイレブン　武豊白山店
由良アイテック株式会社
富川建設株式会社
株式会社田代鉄工所　愛知事業所
ビューテック株式会社　知多事業所
有限会社タニシ
ヤマキ粘土有限会社
衣浦興産株式会社
衣浦工業ガス株式会社
東洋印刷株式会社
豊緑
岸岡酒店
有限会社カネヨシ
株式会社武豊重機
正起金属加工株式会社　名古屋工場
株式会社竹内鉄工所
株式会社丹羽金鉄工所
ニッタイ工業株式会社　冨貴工場
株式会社コデラダイナックス　武豊工場
中部高周波工業株式会社
栄光建設株式会社
東洋織布株式会社
株式会社森義工務店
千代田合成株式会社　武豊工場
有限会社名建
合資会社森田商店
有限会社榊原建材
有限会社山川新聞店
株式会社森田商店
マエノ運輸有限会社
坂田ブルドーザー有限会社
株式会社田中組
株式会社トヨダヤ
有限会社ごとう
有限会社波多野加工所
冨貴石油有限会社
山本運送株式会社
知多設備株式会社
有限会社知多硝子建材
竹内自動車工業
松浦薬業株式会社　冨貴工場
まるみや
山太株式会社　武豊工場

平成3１年3月31日現在
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“福祉でまちづくり”にご協力ください

募集
期間

会員の種類と
金額（年間）

一般会員
５００円以上

賛助会員
２,０００円以上

特別会員
１０,０００円以上

会員募集の流れ 福祉事業とは？

お支払いただいた
会費は各区で
まとめられ

会員募集を
お願いします

社会福祉協議会へ
納入されます

～会費の使いみち～

社会福祉協議会

各区 各区

令和元年６月１日～７月1日
各区等を通じて募集させていただきます。
みなさまのご理解とご支援をお願いします。
※例年5月から会員募集を行っておりましたが、今年度は
　新元号への変更事務に伴い6月から募集を行います。

◆支え合い体制づくり事業
各区または組・常会単位で支
え合い体制づくりを推進して
いくための事業

◆福祉教育推進事業
町内の小・中・高等学校の児
童生徒を対象にした福祉教育
学習
・福祉実践教室
・青少年等サマーボランティア
  スクール 　　　　　　 など

武豊町社会福祉協議会  会員募集

　社協会員になっていただくことは、支え合いの地域づくりに参加する方法の一つです。共に安心して自分
らしく暮らせる地域づくりを進めましょう。

福
祉
事
業
の
実
施

武豊町社会福祉協議会（＝社協）は、“福祉でまちづくり”を
目的に地域での支え合いづくり（互助）を推進する組織です。

◆ふれあい昼食会
ひとり暮らし高齢者を対象にした昼食会

◆プロジェクト会議の実施
「武豊町地域福祉計画」策定時の提案を実現する
リフレッシュカフェ・おとなりカフェ
おいでんまつり、見守り隊、武豊町シニア・ジュニアリー
ダークラブ

◆福祉まつりの開催　　◆たけとよのふくしの発行
◆ボランティアセンターの運営
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死亡保険金・後遺障害保険金
入院保険金日額（日額）
通院保険金日額（日額）

手術保険金

賠償責任保険金（限度額）

基　本

天災特約（基本プラン掛金を含む）

５億円

700万円
5,000円
3,000円

250円
400円

入院中に受けた手術の場合：入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合：入院保険金日額の5倍

950万円
6,000円
3,600円

300円
500円

350円
600円

1,300万円
6,500円
4,000円

Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン補償金額・年間保険料

傷 害 事 故

賠 償 事 故

年間保険料

■ 加入できる方
個人ボランティアまたはボランティアグループ、ＮＰＯ法人

■ 対象となるボランティア活動
① 日本国内での活動
② 無償の活動（交通費、食事代など費用弁償程度の支給は無償とみなします。）
③ 個人の自発的な意志により他人や社会に貢献することを目的とする活動
※この保険の対象とならないボランティア活動もあります。武豊町社会福祉協議会の窓口にてご相談ください。

■ 補償期間
加入手続き完了日の翌日から有効（保障期間は当年度の３月３１日まで）

■ 加入手続き
武豊町社会福祉協議会窓口に指定の加入申込書がありますので、印鑑と掛金を持参のうえ、お申込みください。

平成31年度

　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故により、ボランティア
本人がケガをした場合（傷害事故）や、他人の物を壊してしまったり、ケガを
させてしまった場合（賠償事故）を補償します。また個人でもグループでも加
入できます。安心してボランティアを行うためにもボランティア活動保険へ
の加入をお勧めします。

ボランティア活動保険加入のご案内

ここちゃんリポート

武豊ライオンズクラブ多賀授産所交流会
　2月12日（火）に多賀授産所にて武豊ライオンズクラブさんとの交流会が行われま
した。
　武豊ライオンズクラブさんは、地域への社会奉仕として、町内保育園の砂場消毒や
高齢者に向けた昼食会など様々な活動をされています。
　その活動の一つとして、「多賀授産所のラーメンの振る舞い」が開催されました。
この事業は今年で5年目になります。
　この日は、所内で麺を一つ一つ茹で、麺が伸びないように役割分担し、手早くどん
ぶりに盛り付けてくださいました。
　武豊ライオンズクラブ桜井会長の挨拶の後に、できたて熱々のラーメンが振る舞
われました。利用者は「美味しい」「最高」「おかわり」など嬉しそうに口にし、皆大好
きなラーメンを心ゆくまで堪能しました。
　また、ラーメンと対照的に甘くておいしい饅頭のおやつもいただき、大満足でした。
　武豊ライオンズクラブの皆さん、ありがとうございました。



5たけとよのふくし
第143号  平成31年4月15日号

平成30年度  第36回福祉体験作文コンクール優秀作品の紹介
　「福祉体験作文コンクール」は、昭和５８年から愛知県社会福祉協議会が主催で実施しております。
　平成30年度は、愛知県内の小・中・高等学校あわせて、３４２校、６８９名の児童・生徒の皆様からご応募がありました。その
中から、選考委員会において厳正なる審査をされ、２８編の入選作品が決定されました。
　武豊町から優秀作品中学生の部で選ばれました、武豊町立武豊中学校卒業生 石井さらさんの作品をご紹介させてい
ただきます。

ボランティアに参加して

　

　わたしが初めてボランティアに参加したのは、中学1年
生の時の赤い羽根募金です。ボランティアの意味もあまり
理解せず、ただ人と話すことが好きで、色々なことを体験
できそうなので、軽い気持ちで参加してみようと思いまし
た。初めは、緊張していて、大きな声で募金を呼びかけ
ることができなかったのですが、知り合いの人もたくさん
来て下さり、だんだん緊張もほぐれ大きな声が出るように
なりました。募金箱がだんだん重くなることが嬉しくて、
たまるたびに箱を振っていました。最後には、他校の生徒
とも仲良くなり、みんなで一緒に喜びました。それから、
色々なボランティアに参加しましたが、どれも本当に楽し
いものばかりでした。初めは、人の役に立ちたい、手助
けをしたいという思いはほとんどなく、他校の生徒や地域
の人々、かわいい子供達との出会い、そこから生まれる
会話や、みんなでワイワイしながら食べる雰囲気を純粋に
楽しんでいただけでした。誰かのためにというよりは、自
分の思い出作りという感覚でした。
　わたしの中で少しずつ意識が変わったのは、障害者の
方たちの運動会に参加した時でした。わたしは小学生の
男の子とペアになり、一緒に色々な競技をして楽しんでい
ましたが、しっぽ取りという競技の時、男の子は自分のしっ
ぽを取られてしまい、また人のしっぽをなかなか取ること
もできず、怒って泣き出してしまいました。わたしは、そ
ばにいるだけでどうすれば良いかわかりませんでした。そ
して、なかなか泣きやまず床に寝ころんでいたところに、
男の子のお母さんが来ました。お母さんが何を言っても泣
き止まず起きようとしないので、お母さんも泣いてしまい
ました。そばにいた施設の人が、男の子の好きな車を見
に行こうと外に連れて行くと、お母さんも後を追って行き
ましたが、すぐに戻って来てわたしに、
「ごめんなさいね。本当にごめんなさい。今日は楽しかっ
たです。ありがとう。」
と目を赤くして帰っていかれました。わたしはこの時、は
いとしか言えませんでした。わたしも一緒に遊べて楽し
かったのに、男の子のためにしっぽを取ってあげたかった

のに、泣いた男の子にたくさん言葉をかけて元気になって
もらいたかったのに、お母さんにも伝えたいことがあった
のに、何も言えなかったし、何もできなかったことがたく
さんあり、初めて後悔ばかりのボランティアを経験しまし
た。今でも男の子のお母さんが泣いてしまったことが心の
中にあって、たった一日しかボランティアに参加していな
いわたしが、お母さんの大変さや気持ちを全部理解する
ことは難しいけれど、わたしの母がわたしのために涙を流
すことを思うと、とても悲しい気持ちになりました。でも、
それまでは本当にとても楽しい時間を過ごすことができた
ので、お母さんが言って下さった言葉は嬉しく思いました。
またもし、どこかで会えたら必ず伝えたいと思います。
　わたしはこのボランティアで、今までのような楽しさだ
けではなく、悔しさやさみしさ、自分に対する憤りなど、
いくつもの感情を経験しました。そして、幼児からお年寄
りまでの障害者の方たち、職員の方や一緒に参加したボラ
ンティアの方たちと接して話すことで、自分の世界が大き
く広がりました。世の中にはたくさんの人がいて、それぞ
れ個性があり、それはとても素晴らしいことだと思いまし
た。また、ボランティアの一人の方が上手に障害者の方を
笑顔でサポートされていて、自然に出る言葉や表情がとて
も優しく、わたしもこうなりたいと思いました。
　ボランティアには、経験や知識、体力などもとても大切
だと思いますが、一番大切なのは、その人がもつ心では
ないでしょうか。助けてあげたい、力になりたいと思うよ
りもまず、一緒に寄り添う。同じ気持ちになって考える。
一人ではできないことも、みんながそういう心を持てば、
そこから生まれる信頼関係が、意味のある豊かなボラン
ティア活動につながるのだと思います。今はまだ、わたし
は自分のことで精一杯で、ボランティアに参加しても自分
が得ることばかりですが、いつか誰かの役に立てるように、
強く優しい心を育てることを頑張りたいです。そして、機
会があれば、またボランティアにも積極的に参加したいと
思います。

武豊町立武豊中学校３ 年

石 井　さら
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福祉まつり協賛企業
　福祉まつりにて「福引賞品」として協賛いただきました企業のみなさまです。
ご協力いただき、誠にありがとうございました。（敬称略・順不同）

●株式会社丸又商店 ●ユタカフーズ株式会社 ●泉万醸造株式会社 ●合名会社中定商店　　
●カクトウ醸造 ●南蔵商店 ●伊藤商店合名会社 ●有限会社米利　　　 
●あいち知多農業協同組合　武豊事業部 ●有楽グループ

●小野隆司 ●本哲男　　●飯田なつ子 ●下岡正志　　　　　　●青木恵子
●ここちゃんたこ焼き隊 ●武豊町老人クラブ連合会 ●知多グリーン倶楽部　
●ガラス彫刻アートの会 ●北山区 ●知多カントリー倶楽部

平成30年度　武豊町社会福祉協議会顕彰規程による顕彰者
　福祉まつりの開会式で行われた顕彰式で、武豊町の地域福祉活動に貢献されている方々に感謝状が
贈呈されました。（敬称略・順不同）

　１１月２２日  メルパルクホール（東京）で開催された全国社会福祉大会で武豊町民生
委員児童員協議会 森田孝子さんが表彰され、籾山町長を表敬訪問しました。
　森田さんは、平成４年に民生委員児童委員として厚生労働大臣より委嘱され、現
在もご活躍をされています。おめでとうございました。

　2月２3日  石川県立音楽堂（石川）で開催された第５２回全国子ども会育成中央会議・
研究大会で大足南子ども会の牟田光良さんが表彰され、籾山町長を表敬訪問しました。
　牟田さんは、平成９年から子ども会の指導者や、武豊町子ども会の会長など長年子
ども会で活動をされ、現在もご活躍されています。おめでとうございました。

平成30年度 全国社会福祉大会　全国社会福祉協議会会長表彰

福祉まつりにて、フードバンクの寄付御礼（敬称略・順不同）

平成30年度 公益社団法人　全国子ども会連合会表彰

民生委員・児童委員功労者　森田孝子 様

大足南子ども会ドッジボール指導者　牟田光良 様

　3月10日（日）に開催されました、第33回武豊町福祉まつりにおい
て「フードバンク活動」として、家で眠っている食品の提供をお願い
したところ、多くの皆様からたくさんの食品をご寄付いただきました。
　皆様からいただいた食品は、生活に困窮している世帯へ、生活の
立て直しの支援として活用させていただきます。
今年もご協力いただき、誠にありがとうございました。

「フードバンク活動」でこんなに多くの食品等をいただきました！

その他 13名の方からご寄付いただきました。

杉浦　正子
坂口　良司
市村　享子
柴田　令子

素麺など
離乳食
お菓子
レトルトカレー・缶詰・素麺

寄　付　者 物　　　品

原口ひより
山口　綾子
松下　康隆
川上　元資

お菓子
黒砂糖
醤油・缶詰
お菓子

寄　付　者 物　　品



武豊町社会福祉協議会行事等の予定

車いすに乗ったまま乗降が可能です
　スロープ付きの車両ですので誰でも簡単に車いす
に乗っている人の乗降介助ができます。病院への通
院やお出かけが気軽にできる便利な車です。
　 町内に在住で車いす利用をする方及び介

助する方
  ３日以内
 ※宿泊が必要な場合以外は日をまたぐ貸

出はできません。
  無料（ただし消費した燃料の補充が必要です）
 消費した燃料を下記のとおり補充してく

ださい。 
　 

 運転者の免許証を持参の上、社会福祉協
議会窓口へお越しください。利用予約
は、電話でも可能です。

 利用中の事故等に伴う損害賠償、修理の
費用はご利用者様負担となります。

対　　象

貸出期間

利 用 料
給 油 量

手続方法

注　　意

福 祉 車 両 の 貸 出 し

　
1ℓ
2ℓ
3ℓ
4ℓ

　
～ 10㎞

11㎞～ 20㎞
21㎞～ 30㎞
31㎞～ 40㎞

以降10㎞を超えるごとに＋1ℓ

給油量走行距離

一時的に車いすが必要なときにご利用ください

通院や外出の際、一時的に車いすの利用が必要に
なった場合に社会福祉協議会が保有する車いすを短
期間に限りお貸しします。
対　　象
貸出期間
保 証 金

町内に在住の方

１５日以内

１,０００円

車 い す の 貸 出 し

※保証金は返却
　の際に全額返金

 8日 知多郡優良児童等顕彰式

  体操サロン・下門公民館（16・23・30日）
 9日 体操サロン・富貴公民館（16・23・30日）
  ほっとCafé（11・23・25日）

 10日 リフレッシュカフェ

 11日 手話奉仕員養成講座～基礎編～（18・25日）

 12日 身体障害者福祉協議会総会
  おとなりカフェ　おいでぁ三井家

 13日 おとなりカフェ　いこいこ笠松

 14日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校専門相談）

 16日 体操サロン・玉貫老人憩の家（30日）

 18日 ひきこもり・不登校の居場所

 19日 おとなりカフェ　馬場

 27日 おとなりカフェ　いこいこ笠松

 31日 理事会

5月 2019　MAY

4月 2019　APRIL

 17日 遺族会総会

  体操サロン・玉貫老人憩の家

 18日 体操サロン・下門公民館（25日）
  体操サロン・富貴公民館（25日）
  ほっとCafé（20・25・27日）

  子ども会育成連絡協議会総会

 20日 防災ボランティアの会総会
  手話奉仕員養成講座～基礎編～面談会
  ひきこもり・不登校の居場所

 21日 母子福祉会総会
  おとなりカフェ　馬場

 22日 おとなりカフェ　いこいこ笠松

 26日 老人クラブ連合会総会

7たけとよのふくし
第143号  平成31年4月15日号

　社会福祉のためにたくさんの「まごころ」が寄せられました。深くお礼申し上げます。
　皆様からいただいた寄付金・寄贈品は、寄付された方の希望される使途を尊重させ
ていただきますとともに、社会福祉のため有効に活用させていただきます。

武豊町食育健康づくりグループ 25,000円

ユニー株式会社 ピアゴ武豊店 104,831円

ここちゃんたこ焼き隊 40,000円

更生保護女性会 25,089円

匿　　名 80,000円

寄　付　者 金　額

２月2４日から３月31日まで（敬称略）

寄付御礼

寄  

付  

金

滝澤り乃亜
 お茶・水

 （ペットボトル6本）
匿　　　名　 オリゴ糖1kg  3本
匿　　　名 乾めんなど
匿　　　名　 古切手
株式会社コデラダイナックス 車いす3台
秋 元 正 男 車いす1台

寄　付　者 物　　品

寄
　
贈
　
品
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　この事業は、町民のみなさまからご協力いただいた「赤い羽根共同募金」配分金を財源として活用し、自分
たちの地域を少しでも良くしようと頑張っている団体が実施する事業に助成を行い、町民による福祉のま
ちづくりを応援します。

平成3１年度　武豊町地域活動支援事業助成金

～みんなの活動を応援します！～

赤い羽根共同募金配分事業

平成30年度助成団体公開プレゼンテーションの様子

平成30年度 助成団体の提案内容等

令和元年５月１日（水）から５月３１日（金）までに必着 （消印有効）
提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
※１次審査を通過した団体に限り２次審査に進みます。

令和元年６月３０日（日）に公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
詳細は代表者の方にご連絡いたします。
※１団体１０分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
※当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。
※申請団体審査員（応援に来てくれた仲間）にも５名まで投票権があります。
　ぜひ自分の団体の応援に来てください。
※飲み物・お菓子等準備しています。子どもさんも一緒に参加できます。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

応　募　期　限

第　１　次　審　査
（書類選考：令和元年5月）

第　２　次　審　査
（公開プレゼンテーション）

第　３　次　審　査
（助成額の査定・結果発表）

●応募から助成決定までの流れ

１団体あたり助成上限額５万円です。予算総額は３０万円です。

申請書と、以下の書類を添付して武豊町社会福祉協議会事務局へ郵送もしくは直接窓口にご提出ください。

助  成  金  額
応  募  方  法　　　　　　

〒470-2392　武豊町字長尾山２番地（役場敷地内　思いやりセンター１階）　
社会福祉法人  武豊町社会福祉協議会　　電話：0569-73-3104

【書類提出先・問合せ先】

応募の詳細「助成金交付要綱」は、社会福祉協議会事務所にて配布、または社協ホームページからダウンロード
できます。（http://www.taketoyo-shakyo.com/） ※５月１日（水）から掲示
※助成対象団体・助成対象事業・必要書類等、内容は必ずご確認いただき、ご応募ください。

【
プ
レ
ゼ
ン
】

【
投
票
】

【
休
憩
：
ゲ
ー
ム
】

「北山地区地域活動推進隊」「シニア・ジュニアリーダークラブ」のみなさんと太鼓体験
やモザイクタイルでフォトフレームの制作、ホットドック作りを一緒に行う中で、それ
ぞれの活動を理解し世代間交流を深めたい。
「シニア・ジュニアリーダー」のみなさんを子ども会の行事へ招待し、年代の異なる子
たちが楽しみながら、互いの役割を感じてもらう。今後は他の行事にも参加し合える
第一歩としたい。
毎年恒例の光子ども会のクリスマス会に地域の方々に参加してもらい、グランドゴルフ大
会やゲーム、ケーキ作りを一緒に行い、地域の方と子ども達のふれあいの場をつくりたい。
小迎区民・老人クラブの方々と世代を超えて交流することにより、子ども達の健全な
育成を促すことができる。
また、この事業によって風通しのよい地域をつくることができ、防犯や減災の効果も
期待できるような活動にしていきたい。
障がいのある方が輝けるバリアフリーコンサートの実施。
知らないことから生まれる障がい者差別をなくす。
障がいのある方とない方が出会う場をつくり、知り合い、理解を深めるバリアフリー
コンサートにしたい。

事 業 提 案 内 容事　業　名申請団体

北山子ども会 みんなで北山活性化！！

シニア・ジュニアリーダーと
交流クリスマス会

地域の方と子ども達との
交流・ふれあい

小迎双葉子ども会・迎長会交流
冬のお楽しみ会

バリアフリーコラボレーション
2019

若葉西子ども会

光子ども会

小迎双葉子ども会

バリアフリーコラボレーション
実行委員会

1

2

3

4

5
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