
令和2年度 武豊町社会福祉協議会基本方針・予算概要について
令和2年度 武豊町社会福祉協議会活動内容について
◆「地域の宝物」紹介
◆地域包括支援センターだより

知多郡社会福祉協議会優良児童等表彰者の紹介
◆多賀授産所コーナー　
　 　 ここちゃんの部屋 ～ここちゃんぬりえをしてみませんか    ～
地域福祉サービスセンターからのお知らせ
● 生活福祉資金貸付制度 緊急小口資金・総合支援資金
  （特例貸付）のご案内について
　　  フードドライブ
「ご家庭に眠っている食品はありませんか？」ご寄付のお願い
ボランティアセンターからのお知らせ
　　  手作り雑巾・清拭用タオルご寄付のお願い
車いす・福祉車両の貸出し・行事予定・行事等中止・寄付御礼
　　  ご利用されないマスク・消毒液のご寄付のお願い
◆シニアのためのおうち時間を楽しく健康に過ごす知恵について
◆新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺に注意について

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

ここちゃんリポート

募集

募集

募集

募集

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

【写真】昼食をお届けしている
様子

紙 面 紹 介

新型コロナウイルス感染症に負けない！

「ふだんの くらしの しあわせ」を続けるために

【写真】 多賀授産所での
 作業の様子

武豊町
社協HP



支出合計
291,080

令和２年度武豊町社会福祉協議会事業計画及び予算が社会福祉協議会理事会・評議員会で承認されました。

社会福祉協議会予算概要（単位：千円）
【収入の部】 【支出の部】

武豊町社会福祉協議会の予算概要

収入合計
291,080

前年度繰越金 10,891 会費収入 5,930

就労支援事業収入
10,580

寄付金収入 1,570

補助金収入
63,764

受託金収入
77,769

事業収入 1,801

貸付事業等収入 200
共同募金配分金収入

4,591

介護保険事業収入
33,232

障害福祉サービス等収入
80,183

その他の収入 562

受取利息配当金収入 7 地域福祉活動推進事業
69,894

地域福祉サービスセンター
23,571

居宅介護支援事業・訪問介護事業
46,216

地域包括支援センター事業
80,729

施設管理事業
（多賀授産所の運営）

70,670

町補助金

町受託金、県社協受託金

貸付金償還金

居宅介護料、
居宅介護支援介護料等

自立支援給付費等

預金利息

〈令和2年度基本方針〉
　少子・高齢化の進行に加え人口減少の時代や人生100年時代を迎え、また働き方の多様化に伴い、家族関係・
ライフステージ・地域社会のあり方も大きく変わってきています。その中で、孤独死や自殺、引きこもり等社会
的孤立の問題、生活困窮や低所得の問題、虐待や悪質商法等の権利擁護の問題等、地域社会が抱える福祉・
地域生活課題は、複雑・多様化し家族や公的制度だけでは対応が難しくなってきています。
　こうした中で、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様
な主体が『我が事』として参画し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生
社会」の実現に向けて、包括的支援体制の整備が進められています。
　今年度も武豊町社会福祉協議会では、福祉に対する理解・啓発の場や地域での支え合いの体制づくりを地域
の多様な関係者との連携や協力を得ながら進めます。また、引き続き行政や関係機関と連携を図りつつ既存の
相談機能を活用し、複合的な地域生活課題に対しての総合的な相談支援体制の充実を進めます。

「地域共生社会」とは
　制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』
として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと
生きがい、地域をともに創っていく社会

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

武豊町社会福祉協議会の理念

市区町村社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して
暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命とする。

武豊町社会福祉協議会の使命
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　社会福祉協議会は、「福祉でまちづくり」を進めていくために、住民の皆様からの会費や共同募金の配分
金、寄付金などの財源の他、行政からの補助金・委託金の公費によって運営されています。

武豊町社協の活動内容を紹介します

●

●
●

●
●

地域福祉活動推進事業①
支え合い体制づくり事業
住民懇談会、おとなりカフェ
生活支援体制整備事業
生活支援サービス事業
配食サービス、移送サービス、見守り隊
活動など
福祉団体、ボランティア団体活動支援
当事者等支援事業
リフレッシュカフェ、ほっとcafé、ひきこ
もりの居場所、ふれあい昼食会、ジュニ
アリーダー育成事業など●

●
●

地域福祉活動推進事業②
福祉教育推進事業
福祉まつり、福祉映画会、福祉実践
教室、青少年サマーボランティアス
クールなど
福祉車両等貸出事業
緊急・災害時支援体制推進事業
災害ボランティアコーディネーターの
養成、災害ボランティアセンター設置・
運営訓練など

●

●
●

●

武豊町地域包括支援センター事業
一般介護予防事業
65歳以上の方を対象とした
憩いのサロンや介護予防教室など
介護予防ケアマネジメント事業
包括的支援事業
総合相談、ケアマネジャーの支援や認知症総合支
援事業（認知症初期集中支援推進事業、認知症地
域支援・ケア向上事業）、地域ケア会議推進事業
包括的支援事業（任意事業）
認知症サポーター養成講座や家庭介護教室等の
家庭介護支援、認知症迷い人SOS情報ネットワー
ク事業

●

●

●

●
●

地域福祉サービスセンター事業
福祉の総合相談支援事業
福祉サービスの手続支援や代行申請を実施
ひきこもり・不登校専門相談の実施（ここちゃんサポート相談）
消費者被害予防啓発講座や権利擁護サポーター講座など
障がい相談支援センター事業
障害福祉サービス利用のための計画等作成
日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用支援、日常的な金銭管理の支援
資金貸付事業
フードバンク活用食料支援事業

●
●

居宅介護支援事業・訪問介護事業
ケアマネジャーによるケアプランの作成（居宅介護支援）
ホームヘルパーによる介護や日常生活上の支援
（訪問介護・障害者居宅介護など）

●

施設管理事業（多賀授産所の運営）
指定管理者制度により武豊町から指名を受け、
障害福祉サービスセンター多賀授産所を運営

●

●

●

地域福祉活動推進事業③
広報事業
「たけとよのふくし」の発行
ホームページでの情報提供など
ボランティアセンターの運営
ボランティア相談、ボランティア活動支
援のコーディネート、ボランティア活動
保険の加入促進事業など
ボランティア講座の開催
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　配食サービスとは、高齢や障がいなどで買い物や調理が大変な方へ、栄養バランスの取れた食事を定期的に自
宅へ届けるサービスです。食事の確保以外にも、配達時の安否確認や話し相手も兼ねている業者もあります。
　武豊町社会福祉協議会では、特別養護老人ホームくす
のきの里で調理した食事を届けています。利用されている
方からは「買い物に行くのが大変なので、毎回おいしい食
事を届けてくれるのは助かっている」「一人暮らしでさびし
く感じる時もあるので、配達する人との会話が楽しみ」な
どの声をいただいています。
　武豊町内を配達してくれる配食業者は多数あり、噛む力
が弱い方への食事や、糖尿病、腎臓病などで食事制限の
ある方などへの食事に対応している業者もあります。詳し
くは社会福祉協議会までお問い合わせください。また、右
下のQRコードからも各業者の一覧がご覧いただけます。

第十一回 このコーナーでは毎回「地域の宝物」と題して、地域福祉を支える
居場所やサービス、人物等の紹介をしています。

宝物紹介
地域 の ご存じですか？ 配食サービス

栄養バランスのとれた食事を自宅までお届け

社会福祉協議会では介護予防や健康づくりなど「地域で行っているさまざまな福祉活
動」を応援しています。「他にも地域で、こんな活動を行っているよ」といった情報
がありましたらお気軽に社会福祉協議会までお寄せください。

　地域包括支援センターでは、皆様の日頃の健康づくり、介護予
防の取り組みに役立てていただくため介護予防教室を開催してい
ます。昨年度のテーマは「フレイル予防！」年齢や身体機能の低下
により、虚弱な状態の事を「フレイル」といい、そのままでは介護
が必要になります。このフレイルにならないようにするのに大事
なのが運動、社会参加、そして食事です。
　昨年度開催した介護予防教室～食事編の「いきいき元気教室」
では、講師の(株)中北薬品　鈴木管理栄養士より、フレイルを予
防する食事のポイント①一日３食バランスのいい食事を心がける
②骨を強くするカルシウムは夕方以降に、筋肉を作るタンパク質
は運動後に取る③いつもの食事にサンマやサバの缶詰、納豆等一
品加える④食欲がない時は間食としてチーズやヨーグルト、バナ
ナなどで栄養補給すること。が紹介され、参加者より「これからの
参考になった」「食事を考えたい」等感想をいただきました。
　介護予防教室は、これからも皆様の健康づくりに役立つ内容で
開催します。健康で「いきいきとした人生」を送るためにぜひ、お
役立て下さい。

食事から健康寿命伸ばしてみませんか？

連絡先：武豊町社会福祉協議会　生活支援コーディネーター　石野  靖

地域包括支援センターだより

電話注文でお弁当を
配達してくれる業者
（武豊町内全域配達可能）

【問合せ先】 武豊町地域包括支援センター（担当：三井・根嵜）
 TEL：０５６９-７４-３３０５（平日８：３０～１７：１５）

2/14　東大高公民館で開催した教室の様子

武豊町社会福祉協議会配食サービス
対象： 町内在住の、おおむね65歳以上のひとり暮らし・日

中独居の方や夫婦世帯、または障害者手帳をお持
ちの方で、買い物及び炊事に支障がある方

配達： 月曜から金曜までの昼食
 （祝日、年末年始をのぞく）
料金： おかずのみ　     450円
 おかず+ごはん    500円
※利用については社会福祉協議
会までご相談ください
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住所　武豊町多賀四丁目 -1
電話　0569-73-5821   

紐織マット ※全サイズ3割引き その他、色々な商品を
販売しております。
ぜひお越しください !

6月1日（月）～7月31日（金）まで　
10時～16時（土日祝休み）

期  間

多賀授産所場  所

多賀授産所

　毎年、５月５日「子どもの日」から１週間が児童福祉週間と定められています。児童福祉思想の普及と高揚を
図るため、知多郡社会福祉協議会では、優良児童等の表彰を行っています。
　町内小中学校から推薦された児童・生徒、社会福祉協議会から推薦された子ども会が表彰されました。
　今年は５月８日（金）に、阿久比町のアグピアホールで表彰式が行われる予定でしたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止対策をうけ、中止となりました。
　表彰された方は、以下の通りです。（敬称略）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、６月１４日（日）に開催予定の
「たがフェスタ」が中止となりました。たがフェスタに向けてがんばって準備
をしてきたのでとても残念です。
　しかし、このような状況の中でも、多賀授産所に通う皆さんの「日常生活
を続けていくために」衛生面等十分に配慮しながら開所を続けています。
　今回は、たがフェスタに向けて準備してき
た「花の苗」や「紐織マット」等があるため、
「多賀授産所大特価販売」を行うことにしま
した。この機会にぜひ多賀授産所へお越し
ください！

令和２年度 知多郡社会福祉協議会優良児童等表彰式

■ 知多郡社会福祉協議会長表彰 優良児童・生徒
　（武豊小）水島　聖豪 （みずしま　せいごう）
　（衣浦小）千賀　彩加 （せんが　あやか）
　（富貴小）黒柳　亜実 （くろやなぎ　あみ）
　（緑丘小）御宿　杏莉 （みしゅく　あんり）
　（武豊中）中島　優歩 （なかしま　ゆうほ）
　（富貴中）棟田　琉太郎 （むねた　りゅうたろう）

■ 知多郡町村会長表彰 優良子ども会
　馬場仲良し子ども会

多賀授産所コーナー

ここちゃんリポート

40号
60号
80号
110号
120号
150号

（  45㎝×40㎝）　
（  60㎝×40㎝）
（  80㎝×40㎝）
（110㎝×50㎝）
（120㎝×50㎝）
（150㎝×50㎝）

 400円 ➡ 280円
 600円 ➡ 420円
 800円 ➡ 560円
 1,100円 ➡ 770円
 1,200円 ➡ 840円
 1,500円 ➡ 1,050円

花の苗

70円 ➡ 50円

70円 ➡ 50円 70円 ➡ 60円

ペチュニア

ジニア マリーゴールド
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武豊町内の方であれば年齢問わずだれでもOK！
①武豊町社会福祉協議会ホームページから、ぬりえ用イラストをダウンロードして、任意のサイ
ズの用紙に印刷してください。もしくは下記の枠を切り取って使用してもOKです。
②色鉛筆、クレヨン、パステルなどお好きな道具でここちゃんに色を付けて、完成した作品を応
募ください。
令和２年６月１日（月）～７月３１日（金）
①来　所 ： 社会福祉協議会窓口へ持参ください。
 閉所時は玄関右手にあるポストへ投函してください。　　　　　　　　　
②メール ： 詳細は武豊町社会福祉協議会
 ホームページをご覧ください。
 http//www.taketoyo-shakyo.com　　
③郵　送 ： 〒470-2392　武豊町字長尾山2番地
　　　　　　　　　　    武豊町社会福祉協議会　宛
令和３年３月７日（日）に開催予定の「第35回武豊町福祉まつり」で掲示させていただきます。
応募作品は返却いたしません。

ニックネーム

武豊社協 検 索

資　　格
応募方法

募集期間
応 募 先

特　　典
注意事項

たけとよのふくし
第150号  令和2年6月1日号

　みなさんこんにちは！5月のstay home期間はどのように過ごされましたか？
　ここちゃんは毎朝「たけとよスマイル体操」をしました。あと、土曜日の昼は武
豊町内のテイクアウトできるお店のごはんを食べることを楽しみに過ごしました！
　今回は、おうちでできる第２弾として『かわいいここちゃん』のぬりえを募集し
ます。（ちなみに第１弾はここちゃんと一緒にスマイル体操をしよう！でした。）

ここちゃんの
部屋　

～ここちゃんのぬりえをしてみませんか♪～
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　愛知県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業で収入が減り、家計
の維持でお悩みの方々に向けた特例貸付を実施しています。
　休業、失業等により生活が困難になった方は、武豊町社会福祉協議会へご相談ください。

武豊町社会福祉協議会では、
　ご家庭で使いきれなかった食品の寄贈を受け、生活に困窮さ
れている方へ、健康状態の維持と生活の立て直しをはかるため、
食品の提供を行っています。
　主に皆様からご寄付いただいた食品などを、必要な方へお渡
ししています。

賞味期限が明記されていない、賞味期限
が１か月を切っている、または切れている
食品や開封されている食品、アルコール
等です。生鮮食品や冷凍冷蔵品につきま
しては一度ご相談ください。

緊急小口資金・総合支援資金（特例貸付）のご案内について

ご家庭に眠っている食品はありませんか？

「もったいない」を「ありがとう」に

生活福祉資金貸付制度

対 象 者

貸付上限

償還期限
据置期間
貸付利子
保 証 人

10年以内2年以内

○申込窓口・お問合せ先
武豊町社会福祉協議会　TEL 0569-73-3104　8：30～ 17：15（土日祝除く）
○制度全般問合せ先
厚生労働省個人向け緊急小口資金・総合支援資金　相談コールセンター
　　　　　　　　　　　TEL 0120-46-1999　9：00～ 21：00

緊 急 小 口 資 金 総合支援資金（生活支援費）

一時的な資金が必要な世帯
（主に休業された人）

生活の立て直しが必要な世帯
（主に失業された人）

20万円以内
（貸付条件があります）

・2人以上の世帯 →月20万円以内
・単身 →月15万円以内
※貸付期間は原則 3ヵ月以内

1年以内
無利子
不要

（5月22日現在）

少しでも構いません。ご家庭で眠っている食品がありましたら、武豊町社会福祉協議会へお持ちください。

食品の流れ
皆さまのご家庭

武豊町社会福祉協議会

生活にお困りの方

・缶詰（肉・魚・果物など）
・乾物（パスタ・うどん・そばなど）
・お米（白米・玄米・アルファ米）  ※特に不足しています
・インスタント（カップ麺・レトルトカレーなど）
・調味料（食用油・醤油・味噌・砂糖など）
・飲料（ペットボトル・缶ジュースなど）
・お菓子

【ご寄付いただきたい食品】

受け取れない食品ご注意ください！

地域福祉サービスセンターからのお知らせ

募集
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武豊町内の福祉施設では、雑巾あるいは清拭用タオルのご要望があります。

おうち時間で、雑巾・清拭用タオルを作っていただけませんか？

以下の作り方にそって作って頂き、社会福祉協議会までお持ちください。

新品のタオルでなくても大丈夫です。

雑巾：タオルを半分に切り、それぞれを二つ折りして縫う（1枚のタオルで2枚作る）

ボランティアセンターからのお知らせ

切る線

雑巾……………施設の清掃に使用

清拭用タオル…食事のときに利用者の口元を拭く

　　　　　　　入浴時・排泄時に身体を拭く

期限：７月１５日（水）まで

雑巾・清拭は
武豊町社会福祉協議会へ

お持ちください
（お持ちいただくことが難しい場合は

ご連絡ください。）

問合せ先（武豊町ボランティアセンター）
住所：武豊町長尾山 2（思いやりセンター内）
TEL：0569-73-3104

清拭用タオル：タオルを半分に切り、それぞれの切り口をほつれないように縫う
（1枚のタオルで2枚作る）

半分に切る 切り口をほつれないように縫う

使い道

半分に切る 半分に折る

手作り雑巾・清拭用タオル大募集！
ぞう きん せい しき

四辺と対角線を
縫う

作り方

折る線
縫う線

など

ふ

ふ



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できるスロープ付きの車両です。
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
原則1日
※旅行の場合は３日以内で貸出可能です。

原則週1回
無料
※ただし、消費した燃料を補充して返却を
してください。

スズキ　エブリィ
（車いす利用者、運転手含め最大4名乗車）
スズキ　スペーシア
（車いす利用者、運転手含め最大3名乗車）
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。予約は貸出日の2か月
前の同日から可能です。
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

貸出上限
利 用 料

貸出車両

手続方法

注　　意

福 祉 車 両 の 貸 出 し

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

（2台）

6月
 9日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校の専門相談）

 18日 評議員会

 23日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校の専門相談）

2020　JUNE

7月
 14日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校の専門相談）

 18日 ひきこもり・不登校の居場所開所

 28日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校の専門相談）

2020　JULY
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　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。

寄　付　者 寄付金・寄贈品

令和２年3月23日～
令和2年5月22日（敬称略）寄付御礼

下門区祭礼部
匿名
榊原喜子
匿名
匿名
匿名
Maison de GIFT LOUNGE 
松田千恵子
匿名
匿名

お菓子
食品

食料品等
15,000円

エレクトーン
食料品

お米100kg

卵10kg・小麦粉25kg
14,600円

上記日程は、新型コロナウィルス感染症の影響により、変更
となることがあります。事前に社会福祉協議会までお問い合
わせください。（電話：73-3104）

※おとなりカフェ、リフレッシュカフェ、ほっとCaféについて、
７月からの開催予定は未定です（5月22日現在）。
※憩いのサロン・体操サロンについて、当面の間、開催は
未定です（5月22日現在）。
※開催が決まりましたら、ホームページ・各会場への張り紙
等にてお知らせします。

行事等中止・延期のお知らせ
6月の全日 おとなりカフェ【各会場】 中止

6月の全日 ほっとCafé【会場：中央公民館】 中止

6月12日（金）
リフレッシュカフェ
【会場：中央公民館】 中止

6月14日（日）
たがフェスタ
【会場：多賀授産所】 中止

6月20日（土）
ひきこもり・不登校の居場所
【会場：砂川会館】 中止

6月20日（土） バリアフリー映画会
【会場：中央公民館】 延期

6月28日（日）

赤い羽根共同募金配分事業
武豊町地域活動支援事業
助成金公開プレゼンテーション
【会場：地域交流センター】

8/30㈰
に延期

7月15日（水） ふれあい昼食会
【会場：中央公民館】

中止

7月7日（火）
第29回武豊町民ふれあい
チャリティーゴルフ大会
【会場：知多カントリークラブ】

中止

お詫び
4／15号で「生活元気度調査のご協力のお願い」
を掲載しましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響により、調査を見送ることになりました。
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ご利用されないマスクや
消毒液のご寄付のお願い

　武豊町社会福祉協議会では、この4月23日（木）からホームページ等SNSを通じて、マスクや消毒液のご寄付のお
願いをさせていただいております。
　マスクは、既製品の物だけでなく、手作りのマスクもご寄付いただいています。ご寄付の物品だけでなく、皆様
の温かいお気持ちも一緒に届けていただき、本当に感謝しております。
　武豊町内でもマスクや消毒液が手に入らず困ってみえる方がいらっしゃることか
ら、皆様がご利用されないマスクや消毒液がありましたら、引き続きご寄付を受付
けておりますので、社会福祉協議会へお持ちいただきますようお願いいたします。
　窓口でお声をかけていただければ職員が対応させていただきますが、
「直接対応が不安」という方は、正面玄関入ってすぐに「マスク寄付
BOX」が置いてありますのでそちらに入れてください。
　ご寄付いただきましたマスクや消毒液については、武豊町内の福祉施
設等に配布いたします。
ぜひご協力いただきますようお願いします。

「各年末から比べると、体重がすでに2ｋｇ減っ
てしまい、足腰の筋肉もだいぶ衰えちゃいま
した。もどるのかな？」

「実家の父が外出自粛でこもりがちになってい
て心配。テレビの運動を勧めたけど、むずか
しいみたいで困ったわ。」

といった声から、東京大学高齢社会総合研究機構が制作しまし
た知恵とアイデアを集めた情報「おうちえ」を紹介させていただ
きます。
　右側のQRコードを読み取っていただくとご覧いた
だけます。また、冊子を希望される方は、社会福祉
協議会窓口にてお渡ししますのでお越しください。

○マスク（未使用・未開封）
○消毒液（未使用・未開封）
○手作りマスク（未使用・個包装）

ご寄付いただきたい物品

社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会
住所：武豊町字長尾山２番地（役場同一敷地内・駐車場入ってすぐ右手の建物）
電話：0569-73-3104　メールアドレス：info@taketoyo-shakyo.com

たくさんのマスクのご寄付をいただきました。ありがとうございました。

問合せ先

第１弾を障がいがある方達が通
われる施設へ寄付いたしました。
手渡された方々から、「マスクが
なかったのでうれしいです。大
切にします。」と言っていただけ
ました。

　最近、マスク等頼んだ覚えのない「商品の
送り付け詐欺」や、国民に一律10万円を支
給する「特別定額給付金を狙った詐欺」など
が増加しています。
　皆様に注意していただきたい事をまとめ
た注意喚起動画を、武豊
町ボランティアセンター登
録グループ「啓発寸劇ボラ
ンティアおとひめ」にご協
力いただき制作しました。
　右側のQRコードを読み取って
いただくとご覧いただけますの
でぜひご覧ください。

シニアのためのおうち時間を
楽しく健康に過ごす知恵

新型コロナウイルス感染症に
便乗した詐欺に注意！
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