
令和元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
令和２年度ボランティア活動保険加入のご案内
　ボランティア活動をしませんか？
 
　障害者差別解消法研修会に参加しました
　防災ボランティア養成講座開催報告
◆「地域の宝物」紹介
◆地域包括支援センターだより
車いす・福祉車両の貸出し・行事予定・寄付御礼
　　  赤い羽根共同募金配分金事業
令和２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

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

会員募集

応募

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】 ここちゃんと
社協職員でたけとよス

マイル体操を

 している様子

紙 面 紹 介

みなさんお元気ですか？

外出しにくい今日この頃。家の中で過ごす

ことが増えている人も多いかと思います。

みなさん運動不足になっていませんか？

武豊町社会福祉協議会では、自宅で楽しく

できる体操はないか？と考え、「たけとよ

スマイル体操」を職員で行いました！（左写真）

右の「QRコード」を読み取っていただくと、私

たちの体操を見ることができます。「この社協

の職員知ってる！」と気が付いてくれた方！ 

「ここちゃんかわいい　 」と思ってくれた方！

ぜひ私たちと一緒に「たけとよスマイル体操」

をしましょう！ 動きを間違えても大丈夫　　    

最後まで楽しく体操をする

ことが大切です

立位バージョン

座位バージョン

一緒に体操
しましょう！



　令和元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、広報事業・地域福祉活動推進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。

令和元年度

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

（令和２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

９,９５３件

５,９０１,０００円

特別会員 （1口10,000円）

一般会員

賛助会員

特別会員

9,570

354

29

4,785,000

826,000

290,000

会員種別 件   数 金  額（円）

賛助会員  （３口6,000円）

賛助会員  （２口４,000円）

賛助会員  （１口２,０００円）

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
お茶の寿園
株式会社城登屋
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
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　武豊店
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
大基業
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
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
株式会社  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
向陽薬局
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
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
トラストワン
石金石材店
有限会社油清商店　大足店
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
錦興業
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
大桝屋商店
ヤマサ共和ライフ株式会社
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
有限会社中野建築
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
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

令和２年３月３１日現在

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

あいち知多農業協同組合武豊　事業本部
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“福祉でまちづくり”に
ご協力ください

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

◆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

◆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
おとなりカフェ・見守り隊など

武豊町社会福祉協議会
令和２年度　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。社協会員制度に
ご理解、ご協力をいただき、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、共助）を推進する組織です。

◆ふれあい昼食会
一人暮らし高齢者を対象にした昼食会

◆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

例年5月1日から町民の皆様にお願いをしている会員募集ですが、今年はコロナウイルス流行のため
延期させていただきます。コロナウイルス流行が落ち着きましたら、区長様を通じてお願いをさせて
いただきますので、その際にはどうぞご協力をお願いします。
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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）

1事故につき（支払限度額）５億円・免責金額なし

620万円
4,400円
2,800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

840万円
5,400円
3,200円

300円
500円

350円
600円

1,150万円
5,900円
3,600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。

令和２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。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

■ボランティアって？
　ボランティアとは誰でも社会の一員として、困っている人や、地域の
ために、自分の意思で行う活動をいいます。

■どんなボランティアがあるの？
◎福祉…………………各施設のお手伝いや話し相手・配食・移送など
◎児童…………………絵本の読み聞かせ・おもちゃ修理など
◎文化・芸術…………施設の慰問・町内の観光ガイドなど
◎環境美化……………ゴミ拾い・草刈りなど
◎地域・防災・安全…防犯パトロール・見守りなど

■詳しく話を聞きたくなったら…？
　武豊町ボランティアセンターでは、武豊町のボランティアグループの登録や保険の加入の手続きを行ったり、
ボランティア活動の相談、紹介などを行っています。気軽にお問合せください。
※詳しい団体活動の種類や内容は武豊町社会福祉協議会ホームページ内「ボランティア紹介ページ」をご覧くだ
さい。　 

ボランティア活動をしませんか？ボランティア活動をしませんか？

武豊社協 検 索
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ここちゃんリポート

障害者差別解消法研修会に参加しました。

被災者中心、地元主体、協働で進める　災害ボランティア活動
「防災リーダー・ボランティアコーディネーター養成講座」が開催されました。

　1月29日（水）、知多南部地域自立支援協議会主催の障害者差別解消法研修会に参加しました。
　「障害者差別解消法」は、平成28年4月1日から始まった法律です。この法律は、障がいのある人への差
別をなくすことで、障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目指して作られました。
　研修ではNPO法人チャレンジド理事長の辻直哉さんを含む当事者３人の講師が「こんなところにバリアが
…」というテーマのもと対談されました。
　例えば、歩道に車が停められていると車いす利用者の方は道を通ることができなくなってしまいます。しかし、歩道が塞がれ
て困るのは、車いすの方だけでなく、ベビーカーを押している人や視覚障がいの人、高齢者なども同じです。
　講師の方からお話を伺い、私たちが障害を正しく理解していないことで差別が生まれてきてしまい、障がいのある方だけでな
く様々な人が、公共機関や職場、お店などで不便さや人々の無理解に直面しながら暮らしていることを知りました。
　この研修では、いろいろな立場の人が参加され、一緒に話し合い、理解を深め、誰もが安心して暮らせる町づくりを考えるた
めのよい機会になりました。

　２月２２日（土）中央公民館にて、防災交通課と社会福祉協議会の協働で開催する連続講座「防災リーダー・ボランティアコーディ
ネーター養成講座」が開催されました。
　この日はローカリズム・ラボの井岡仁志さんをお招きし、災害ボランティアセンターの必要性や地域のつながりの重要性につ
いてお話をしていただきました。
　「普段からつながりのある地域は、災害時にもお互いに気を掛け合うことができ、災害に強い地域になる」「災害が起きた時の
被害を減らすためには、支援の必要な人をあらかじめ把握し対応方法を決めておくことや、コミュニティの結束を強くしておく
ことで、支援が迅速に、かつもれがなくなる」など、全国各地で起こった災害の支援に関わられてきた経験に裏付けされた内容
について教えていただきました。
　またグループワークでは、「自治会に未加入の家へ自治会としての支援をどうするのか？」「危
険が伴う作業の依頼を受けた時」など、災害ボランティアセンター運営中に起こる様々な問題
について、皆で考え、困っている地域の人達にどのように対応したら良いのかを学ぶことが
できました。
　参加された方からは「地域とつながった災害ボランティアセンターの必要性がよくわかった」
「日頃からの地元のつながりが大切」などといった感想をいただき、改めて住民のパワーを感
じることができました。

バリアフリー映画会
●主演：新垣結衣　●主題歌：アンジェラ・アキ「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」

　武豊町社会福祉協議会では、誰もが一緒に映画を楽しむことができるバリアフリー映画会を武
豊町立図書館と共催で行います。バリアフリー映画とは、障がいのある方にも鑑賞していただけ
るよう、視覚障がい者向けの「音声ガイド」や聴覚障がい者向けの「日本語字幕」をつけたもので
す。この映画会を通じて、「誰もが暮らしやすい社会」について、一緒に考えてみませんか。

長崎県の五島列島へ、代理の音楽教師として数
年ぶりに故郷に戻った柏木ユリ（新垣結衣）。
嫌々合唱部の顧問になった柏木は、明るくふる
まう15歳の生徒たちが、誰にも言えない悩みを
抱え、みんながひとつになる合唱に救いを求め
ていたことを知る。そして、自らの悲しい過去
から弾けなくなっていたピアノにも生徒たちに
も向き合うようになっていく。しかし、待ちに
待ったコンクール当日、ある事件が起こり…。

「くちびるに歌を」

日  時 令和2年6月20日（土） 13：30～15：45

問合せ 武豊町社会福祉協議会 （電話：73-3104）
武豊町立図書館 （電話：73-6800）

場  所 武豊町中央公民館  講堂

入  場 無料（未就学児託児あり） 定員：5名程度

協  力 住友商事

※託児が必要な方は整理券受け取り時にお申し出ください。
※入場には整理券（先着15０枚）が必要になります。整理券は6月2日（火）より
　武豊町社会福祉協議会、武豊町立図書館にて配布（1人2枚まで）します。

【あらすじ】



　大足公民館の駐車場では、週1回、緩やかな音楽に合わせ、7名
程の参加者が太極拳に取り組んでいます。
　発起人の中野ちか子さん（85）の「地域で健康づくりを行いた
い」という思いから、15年程前に仲間と一緒に始めました。現在
の参加者の平均年齢は70代、みなさん元気で姿勢が良く、若々し
く見えます。
　太極拳は、ゆっくりした動作が中心ですが、柔軟性やバランス能
力の向上など、運動効果が高く、足腰の筋力が強化されることで
転倒防止になるなど、介護予防にも役立つといわれています。
　同会場では、二十四式と呼ばれる太極拳以外にもストレッチな
どの準備運動を取り入れるなど、工夫を凝らしています。参加者からは「継続することで腰痛や、しびれが和らいだ」
「激しい動きではないので、年齢を気にせず取り組むことができる」などの声をいただきました。
　中野ちか子さんは「太極拳というと、難しいイメージを持つ方もいるが、初めてでも仲間の動きを見ながら覚えて
いくことができる。興味のある人は、気軽に参加してほしい」と話してくれました。
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第十回
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 太極拳で健康づくり（大足区）

～無理なく、ゆっくり介護予防～

社会福祉協議会では「地域で気軽に体操や集いの場所をつくりたいな」と
いった思いを応援しています。このような思いをお持ちの方や、また「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。

  令和２年4月1日現在70歳の人を対象に、５月中旬に「生活元
気度調査票」（基本チェックリスト）を送付します。
　これは、自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で
衰えているところがないかチェックするためのものです。生活
機能の低下の恐れがないか早期に把握し、介護予防へつなげ
ることにより、状態悪化を防ぎます。
　それぞれの質問は、ご本人の心身状況について把握する上
で必要です。対象の方は、ぜひチェックをしてみてください。

「健康チェックをしましょう！」

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

太極拳
開催日時：毎週水曜日
 　8：00 ～ 9：00 頃
 　（雨天は休み）
場　　所：大足公民館駐車場
参 加 費：無料

地域包括支援センターでは、各種介護予防事業を行ってい
ます。詳しくは、広報たけとよの掲載を見ていただくか、
下記までお問合せください。

「地域包括支援センター」　　電話：７４－３３０５

元気度調査を利用して

地域包括支援センターだより



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）

4月
 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）

 28日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校専門相談）

2020　APRIL

5月
 12日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校専門相談）

 26日 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校専門相談）

 28日 理事会

 29日 たけとよくらし応援隊報告会

2020　MAY
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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1月31日～
令和2年3月23日（敬称略）寄付御礼

匿名
匿名
匿名
匿名
武豊町身体障害者福祉協議会
株式会社　コデラダイナックス
匿名
匿名
匿名
匿名

小物入れ4個
1,000円

レトルト食品など
お菓子

18,000円
車いす3台
缶詰など
5,399円

300,000円
カレー・うどん・そば

上記日程は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変
更になることがあります。事前に社会福祉協議会へお問合
せください。（電話：73-3104）

　外出したくなる季節になったにもかかわらず、行事
等が中止になり、「退屈している」「体が鈍ってしまう」
などお声を多くいただいています。
　まだまだ先の見えない自粛生活が続くかと思います
が、「３つの密 ①換気の悪い密閉空間　②多数が集ま
る密集場所　③間近で会話や発声をする密接場面」を
避け、自宅での体操や散歩をしてみるのもいいかも
しれません。
　いろいろな活動が再開したときに、お元気な皆さん
とお会いできることを社協職員一同楽しみにお待ちし
ています。

新型コロナウイルス感染症
拡大防止による
行事等中止のお知らせ

◆４月は中止・５月１日以降、当面開催自粛と
　なる行事
〇憩いのサロン・体操サロン
〇リフレッシュカフェ 【会場：中央公民館】
〇おとなりカフェ
【会場：笠松公民館（富貴）・よし子さん家（玉貫）・上ケ三
井家住宅（上ケ）・よかった工房生きがいづくりデイ
サービス（馬場）】

〇ほっとカフェ 【会場：中央公民館中２階】
〇ひきこもり不登校の居場所 【会場：砂川会館】

◆福祉団体総会の中止
子ども会育成連絡協議会（4/18）・身体障害者福祉協議
会（4/19）・母子福祉会（4/19）・老人クラブ連合会（4/22）

※開催が決定しましたら、ホームページ・各会場への張り紙等
にてお知らせします。

あとがき
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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。

令和2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

令和元年度助成団体公開プレゼンテーションの様子

助成団体の提案内容等

令和２年５月１日（金）から５月２９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２年６月２８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2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へご提出ください。

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　　電話番号：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（金）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
】

【
審
査
員
質
問
】

地域の祭礼を支えている若い世代の集まりである「青迎会」のお兄さんたちと子ども
たちが世代を超えて交流することにより、子どもたちの健全な育成を促すことを目的
とする。またこの事業を通して、子ども会や地域の祭礼を盛り上げていきたい。

バルーンアートパフォーマンスを子どもや地域の方と一緒に楽しみ地域交流をはかる。
また子ども会新規会員増やしたい。

地域の方（子どもから高齢者まで）と一緒に交流することにより、異年齢交流・子ど
も会新規会員の確保・地域のつながりや見守りの強化につながることを期待し実施
したい。

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

小迎双葉子ども会 冬のお楽しみ会「地域のお兄
さんたちと楽しく遊ぼう」

世代間交流

お楽しみ交流会

バリアフリーコラボレーション
2020

大足南子ども会

仲良し子ども会

バリアフリーコラボレーション
実行委員会

1

2

3

4
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