
武豊町福祉まつりは、町民の皆様にご協力いただいている「社会福祉協議会費」を財源に開催します
※当日、主催者記録用の撮影を行います。武豊町福祉協議会・武豊町のHP、発行物に写真を使用することがあります。予めご了承ください。

社会福祉法人
武豊町社会福祉協議会
武豊町、武豊町教育委員会
武豊町社会福祉協議会
0569-73-3104

主　催主　催

後　援後　援
お問合せお問合せ

武豊町中央公民館
（武豊町字山ノ神20番地1）

会　場会　場

中央公民館東広場・保健センター駐車場
衣浦小学校グランド
（シャトルバス運行 8:45～16:00）

駐車場駐車場

駐車場のご案内
①中央公民館 東広場
 入口：東門（線路側）　出口：南門

②保健センター
③衣浦小学校 グランド
 シャトルバス（無料）運行いたします

乗るときに渡される抽選券をご提示ください。

衣浦小学校からシャトルバスで
来場して頂いた方

を行います！
《限定》抽選会

運行ルート 衣浦小学校  ⇔  中央公民館
運 行 時 間 8日（日） 8:45～16:00 随時運行
抽 選 会 場 講堂ロビー 本部・総合受付⑮

場所/講堂ロビー⑮　時間/9:30～15:00時間/9:30～15:00

お
家
で

書
い
て
き
て
ね
！

キリトリキリトリ

空白をうめて 福引きにチャレンジ！

受付/講堂ロビー⑰　時間/10:00～15:00
福引きにはこの用紙が必要です。会場までお持ちください。
協賛： （株）丸又商店/ユタカフーズ（株）/泉万醸造（株）/（名）中定商店/カクトウ醸造/
 南蔵商店/伊藤商店（名）/あいち知多農業協同組合武豊事業部/有楽グループ/
 菊乃屋菓舗/（有）丸ヨ青木商店/岸岡酒店

武豊町社会福祉協議会のマスコットキャラクターの名前は？Q. 

挑戦
福引き福引き

家で眠っている食品を寄付してください！

【寄付いただきたい食品】
・缶詰（肉、魚、野菜、果物など）
・乾物（パスタ、うどん、蕎麦など）
・レトルト食品（カップ麺・カレーなど）
・調味料（食用油、醤油、味噌、砂糖など）
・お菓子
・飲料（ペットボトル飲料、缶ジュースなど）

★福祉まつり会場（中央公民館 講堂ロビー⑮）へお持ちください。少しでも構いません。
また、随時、社会福祉協議会窓口で受け付けておりますので、ご連絡ください。

　「フードバンク活動」とは、まだ食べられるにも関わらず捨てられる運命の
食品を企業や個人から無償でご提供いただき、生活困窮者等を支援している
団体、各種施設へ無償で配布する活動です。
　この活動を行っている「セカンドハーベスト名古屋」との協定により、武豊
町社会福祉協議会でも生活に困窮している方へ、健康状態の維持と生活の立
て直しを図るため、食料品の提供を行っています。

【受け取れない食品】
　賞味期限が切れている、賞味期限が１ヶ月以内に切れる食品または賞味期限が明記されて
いない食品、生鮮食品、冷凍・冷蔵品、アルコール（みりん、料理酒は除く）など

中央公民館 正面玄関展示ホールイベント

①手話体験　　　　　　　　④視覚障がい者ガイド体験
②点字体験　　　　　　　　⑤吹きコマつくり体験
③発達障がいの擬似体験

武豊町で活動している障がいのある人やボランティアの
皆さんが体験をサポートしてくれます！
下に書いてある①～⑤の体験をチャレンジすると
プレゼントがもらえます！

開会式典・顕彰式  9:15～  9:45

①銭太鼓クラブ ④わらび
②啓発寸劇ボランティアおとひめ ⑤おへその会
③桜草ボランティアサークル

10:30～12:30 ボランティアセンター登録グループ発表

下に書いてあるモノを10コ以上会場に
持って来ていただくとちょこっとプレゼント！

※上記持って来ていただいた物は各種団体に送付し活用されています

誰もが自分らしく安心して心豊かに

暮らせる地域づくり、お互いに支え合う町づくり

をめざし、一人でも多くの人がお互いにふれあい、

交流しながら、福祉に関する知識と意識を高めて

いただくために開催します。
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

収集活動に
ご協力ください！

その他、中央公民館にて
模擬店やゲームなどお楽しみ
イベントがいっぱいです！
みなさん、ぜひ来て

ください！

使用済み
切手

書き損じ
ハガキ

ベルマーク ペットボトルの
キャップ

福祉まつり第34回
武豊町

～ みんなで 支え合う やさしさ たけとよ 2020 ～

令和2年3月8日 9:15～15:00日
※開会式典・顕彰式は9:15～中央公民館 正面玄関展示ホールで行います。
※各種コーナー・模擬店等は9:30～はじまります。
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福引きコーナー1718 式典・顕彰式

社協紹介コーナー
・介護予防コーナー
・福祉推進校活動紹介パネル展示

点字体験
11

15

にチャレンジ！

★印のある5つのコーナーを
まわると景品をプレゼント！
スタンプラリーの受付は
講堂ロビー本部・総合受付⑮まで

9:30～15:00時 間

にチャレンジ！

●印のある8つのコーナーを
まわると景品をプレゼント！
クイズラリーの受付は
講堂ロビー本部・総合受付⑮まで

9:30～15:00時 間

オレンジ色の文字は模擬店です

完売次第終了します!!
9:30～15:00

うどん販売のみ10:00～です

会場案内図 ＊天候により一部催しものが変更になることがあります

◆ 福祉体験スタンプラリー 受付
◆ クイズラリー 受付
◆ フードバンク寄付受付
◆ 収集活動受付
◆ シャトルバス抽選会

緑の星★のブースが目印だよ

赤丸●のブースが目印だよ

① 手話体験 ★
手話サークルさざんか友の会

② 自助具の展示と活動紹介 ●
自助具たけとよ

③ 絵手紙体験と作品展示
いっぽの会

④ こわれたおもちゃの修理 ●
おもちゃ工房

⑤ 憩いのサロン活動紹介
作品展示・体験コーナー ●
憩いのサロンボランティア

⑥ 健康情報啓発コーナー
計測コーナー（骨粗鬆症検診・体組成計）・
スマイレージ抽選会
健康福祉部健康課・健康福祉部保険医療課

⑦ ほっとCaféと
手をつなぐ育成会活動紹介
パン作り研究会・手をつなぐ育成会

⑧ 福祉用具・介護用品の展示 ●
福祉・介護用品ウィル

⑨ 見守りICT機器展示・デモ
NPO法人地域ICTプラットホーム

⑩ アルコールパッチテスト等
NPO法人愛知県断酒連合会知多南部断酒会

⑪ 点字体験 ★
なんじゃもんじゃクラブ

⑫ 災害に役立つ知恵を学ぼう ●
活動等展示・非常用持ち出し品の展示・新聞紙で
スリッパ作成
防災ボランティアの会

⑬ 各種団体活動紹介、作品展示等
更生保護女性会、遺族会、老人クラブ連合会

⑭ 福祉サービス事業所紹介と
吹きコマつくり ★

（医）聖会石川病院、（医）赫和会 杉石病院、（医）榊原、
すこやかクリニック、（有）和の街花時計・陽だ
まりデイサービス、特別養護老人ホーム武豊
福寿園・くすのきの里、NPO法人ゆめじろう、
NPO法人ほがらか企画、NPO法人ほっとスマ
イル放課後等デイサービスほっぷ、合同会社
よかった、株式会社WORK ON

⑮福祉まつり本部
福祉体験スタンプラリー受付
クイズラリー受付
フードバンク寄付受付
収集活動受付
シャトルバス抽選会

⑯ 武豊町社会福祉協議会紹介コーナー ●
 9:30～15:00
❶介護予防コーナー

脳年齢チェック、認知症予防の食事
地域包括支援センター

❷福祉推進校活動紹介パネル展示
武豊中学校・富貴中学校・武豊小学校・衣浦小
学校・富貴小学校・緑丘小学校・武豊高等学校

⑰ 福引きコーナー 10:00～15:00
民生委員児童委員協議会、中高生ボランティア

⑳ うどんの販売 10:00～15:00
更生保護女性会

㉑ フライドポテト、串かつ、チュロスの販売
スポーツクラブ啓発

（チラシ・パンフレット・プログラム配布）
NPO法人　ゆめフルたけとよスポーツクラブ

㉒ 焼きそばの販売
子ども会育成連絡協議会

㉓ 焼き芋、会員作品の販売、ＰＲ活動
シルバー人材センター

㉔ ラーメン、からあげの販売
特別養護老人ホーム武豊福寿園・くすのきの里

㉕ 五平餅の販売
食育健康づくりグループ

㉖ ベルギーワッフルの販売
パン作り研究会

㉞ 綿菓子の販売
スーパーボールすくい、
ラバー金魚すくい
身体障害者福祉協議会

㉟ 子ども向けお楽しみゲームコーナー
フリーマーケット
愛ディアプロジェクト

㊱ パン、クッキー、ジャム等の販売
わっぱ知多共働事業所

㊲～㊶ 休憩所

㉗ たこ焼きの販売
民生委員児童委員協議会（ここちゃんたこ焼き隊）

㉘ 溜りせんべい、花の苗、マット、
コーヒーの販売
射的・ゲームなど
多賀授産所

㉙ コロッケ、さをり織りの販売
NPO法人ゆめじろう

㉚ ❶消防車と救急車の展示 ●
　ちびっこ消防士撮影会等

 半田消防署武豊支署

❷パトカーの展示・防犯交通安全
　ちらし配布等

 半田警察署武豊交番

❸武豊町メールサービス登録の啓発
　（防災情報等）と登録のお手伝い
　 総務部 防災交通課

㉛ 献血 ●
献血推進協議会、健康福祉部健康課、
武豊ライオンズクラブ

㉜ 視覚障がい者ガイドヘルプ体験
はくたんストラップの販売★
視覚障害者ガイドボランティアさくらんぼの会

㉝ 発達障がいの擬似体験 ★
ゆめこまち

中央公民館 屋内

中央公民館 屋外

⑱ 開会式典・顕彰式 9:15～9:45
【情報保障】要約筆記たけとよ、
愛知県聴覚障害者協会

⑲ ボランティアサークル活動発表
 10:30～12:30
①銭太鼓クラブ
②啓発寸劇ボランティアおとひめ
③桜草ボランティアサークル
④わらび
⑤おへその会


