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
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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魅力いっぱい！ 笑顔いっぱい！

！
武豊町老人クラブ連合会！

みなさん！こんにちは。
突然ですが、
「武豊町老人クラブ連合会」をご存知でしょうか？
また、現在、町内に老人クラブがいくつあるかご存知ですか？
ふ

き こどぶきかい

①冨貴寿会
ほう ゆう かい

④豊友会

いっ しん

イフ★
老人クラブラ
す！
ま
楽しんで

みょうじゅ かい

②一新クラブ ③東大高明寿会
げいちょうかい

⑤迎長会

つる かめ かい

⑥鶴亀会

ぎょくほう かい

⑦玉宝会 の７クラブあります。

老人クラブは
「健康」
「友愛」
「奉仕」の活動に取り組んでいます。
高齢期を楽しく、生きがいをもって、安心して暮らしていくため
には、健康で自立し、身近な仲間と支え合いながら、住みよい地域
づくりを進めていくことが必要です。
今回は、地域を支える７つの老人クラブの１つ「一新クラブ
（冨貴市場区あたり）」の活動をリポートさせてもらい、
一部紹介させていただきます。

環境美化活動

グラウンドゴルフ

「ごみを拾う」
「花を育てる」など、地域で暮らす方々が
気持ち良く過ごせるように…と活動をしています。
「今まで大切に育ててきた花がこれからもきれいに咲き
続けるために大切に手入れをしています。みなさんに喜
んでいただけるよう、この活動を続けていきたいです。」
とお話をされていました。

毎週水曜日、竜宮広場で8：30 〜 10：30に活動して
います。
いつも約３０名の高齢者が集い、グラウンドゴルフを楽
しんでいます。
※竜宮広場以外にも、町内の様々な場所で行っています。
★場所によって開催している曜日が違います。

健康歩け活動

毎月１回（第2木曜日）に地域を歩く活動をしています。
仲間と一緒であれば、暑い夏も声を掛け合って楽しく
歩くことが出来ます。
9月は、半田市に足を運び、彼岸花を観に行きました。

上記の活動以外にも、「小学生の通学を見守る交通立哨」
「旅行」
「カラオケ」
「ヨガ」
「民謡クラブ」など様々な活動を
行っています。（活動内容はクラブによって違います。）
秋には老人クラブ全体で開催するグラウンドゴルフ大会を予定しています。優勝者には豪華賞品がもらえます。
みなさんもクラブに参加し、仲間と一緒に充実した毎日を過ごしませんか。概ね６０歳以上の方であれば、どなた
でも参加することができます！ 活動に興味のある方は下記までお問合せください。
※上記の活動について…地域によっては中止している活動があります。
問合せ先
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武豊町老人クラブ連合会事務局（武豊町社会福祉協議会内） 担当：西脇・平野
電話：0569-73-3104 FAX：0569-73-8377 アドレス：info@taketoyo-shakyo.com
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子ども会に入ろう！

子ども会とは？
子ども会は、小学１年生から6年生までの異なる年齢の子ども達が、遊びを通して地域社会の一員と
しての知能や技能、態度などを学ぶ場です。
異なる年齢の仲間と活動を一緒にすることによって、家庭や学校では得られない体験をすることが
できます。
また、武豊町には、１３の子ども会があります。各子ども会によって趣向を凝らした新入生歓迎会や
６年生を送る会などの独自の活動や、13の子ども会が一斉に集まって行うキャンプやヨット体験などの
様々なイベントに参加できます。
（下記写真参照）

どんな活動してるの？
新入生歓迎会

◎活動の一例を紹介します。

６年生を送る会

キャンプ

ヨット体験

子ども会のメリット
◎たくさん友達ができる。

◎他の学年やクラス・他の学校の子と友達になれる。

◎楽しいイベントに参加できる。

◎大人・子ども含めて地域の方と仲良くなれる。

◎小さい子の面倒をみたり、様々な世代と関わることで成長できる。
◎友達との遊びや活動を通して協調性が身につく。
◎ドッジボール部・ソフトボール部に入れる。

子ども会に入るには？

武豊町内に在住の小学生でしたらどなたでも入ることができます。
ご興味がある方は、下記の武豊町子ども会事務局にご連絡ください。

町内の子ども会
ドッジボール

衣浦小学区

ソフトボール

大足南子ども会・若葉西子ども会

武豊小学区
下門子ども会・上ケ子ども会・市場区子ども会
小迎双葉子ども会・馬場仲良し子ども会

緑小学区
仲良し子ども会・北山子ども会・中山子ども会

富貴小学区
光子ども会・若竹子ども会・若草子ども会

※今年度はコロナウイルスにより活動を自粛している
子ども会もあります。

ご興味がある方はお気軽にお電話ください。

武豊町子ども会育成連絡協議会

事務局

武豊町長尾山2（武豊町社会福祉協議会内） 担当：犬塚・森下
TEL.0569-73-3104 (平日8時30分〜 17時15分)

子ども会ホームページ→
（詳細や加入申し込み書あり）
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武豊町共同募金委員会からのお願い
赤い羽根共同募金は10月１日からはじまります

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
令和元年度、皆さまからお寄せいただきました共同募金は、計5,222,224円でした。そのうち約84％の4,412,224
円が武豊町社会福祉協議会に配分されました。この配分金を受けて、武豊町社会福祉協議会は、高齢者、障がい者、
子どもたちなど、町内の地域福祉活動の事業のために使わせていただいています。また、災害時には
「災害ボランティ
アセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役立っています。今年度の赤い羽根共同募金配分金を使い実施して
いる事業と募金方法
「募金付き自動販売機」について、取り組みの一部ではありますがご紹介させていただきます。

赤い羽根共同募金配分事業

令和２年度 武豊町地域活動支援事業ここちゃん活動助成金
「みんなの活動を応援します！」助成団体決定報告！
！
今年度は、新型コロナウイルスの影響もあり、申請は１団体のみでした。また、２次審査の公開プレゼンテーション
は「３密」になることから、書面審査とさせていただきました。
今回、助成決定した団体の提案内容は下記のとおりです。

◆助成決定団体： バリアフリーコラボレーション実行委員会
「バリアフリーコラボレーション2021」
実 施 日

令和3年3月28日（日）予定

実施場所

武豊町民会館（ゆめたろうプラザ）輝きホール

障がいのある方が輝けるバリアフリーコンサート
知らないことから生まれる障がい者差別をなくす。
聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方、発達障がい・知
的障がいのある方も一緒に楽しめるコンサート。
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。

武豊中央公園へ赤い羽根共同募金
「募金機能付き自動販売機（災害対応自動販売機）」を設置しました！
みなさんは、赤い羽根共同募金「募金機能付き自動販売機
（災害対応自
動販売機）
」が災害時に無料で飲料を提供できることをご存知でしたか？

「募金機能付き自動販売機
（災害対応自動販売機）
」とは？
①
「募金機能付き」

飲料を購入していただくと、その一部が募
金となります。この募金は武豊町社会福祉
協議会が実施している地域福祉活動
（防災講
座等）に活用させていだだきます。

②
「災害対応自動販売機」

災害時に支援を受けること
ができる自動販売機で、災
害時に無料で飲料が提供さ
れます。

武豊中央公園は、平時はみなさんの憩いの場となる公園ですが、地震等の災害発生時には一時避難場所としての
機能を持った公園となります。
この緊急災害時飲料提供自動販売機を設置したことにより、武豊中央公園に避難されてきた地域のみなさんへの
支援物資として飲料の提供ができます。
（最大約700本が提供可）
実際、災害が起こった際に対応できるように、災害対応自動販売機の動かし方を
「ここちゃん」と一緒に体験してみ
ました！この災害対応自動販売機は、ワイヤー式を使用しています。そのワイヤーを引っ張ると飲料が出てきます。
もちろんですが、緊急時専用の
「非常開錠キー」があります。このキーがなければ無料提供をスタートすることはで
きません。
みなさんも中央公園に行った時には、ご購入
（募金）のご協力もお願いします。
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地域包括支援センターだより
外出自粛の運動不足解消に！はじめやすい運動をご紹介します

３密避けて みんな一緒に健康ボディ
コロナウイルスが気になり、外出や人
と会う事さえもためらってしまう日々が続
いています。しかし、からだを動かさな
ければ足腰は衰え、気持ちもふさぎこん
でいくばかり。
今回はコロナ禍において、３密を避け
ながら からだを動かせる 地域の自主活
動をご紹介。いずれも１日のみの参加も
可能ですので、ぜひ足を運んでみてくだ

⑧筋力運動・頭の体操等

イスに座りながら行うので人と接触する心配がなく、足腰の悪い人も一緒にで
きます。1回150分の中でストレッチ、筋力運動、認知症予防の脳トレなどメ
ニューが豊富。初回は体験利用（無料）です。

さい。
内

容

場

所

開 催 日

時

間

参 加 費

①

ラジオ体操

緑区区民館 北西付近

毎日

6:30 〜 6:40

無

料

②

太極拳

大足公民館 駐車場

毎週水曜日

8:00 〜 9:00

無

料

③

ラジオ体操

大足公民館 駐車場

月火木金土曜日

8:30 〜 8:40

無

料

④

ラジオ体操

鹿狩池公園

毎日

6:30 〜 7:00

無

料

⑤

ラジオ体操

石川ちびっこ広場

毎日

7:30 〜 7:45

無

料

⑥

ラジオ体操

町営住宅広場

毎週月曜日

9:00 〜 9:10

無

料

⑦

ラジオ体操

富貴字茶ノ木付近

毎日

6:30 〜 6:40

無

料

⑧

筋力運動・頭の体操等

ア：緑区区民館
イ：くすのきの里

ア：毎週火曜日
イ：毎週木曜日

9:30 〜12:00

1,000 円 / 回

⑨

Ａ：太極拳
Ｂ：ヨガ・瞑想
Ｃ：ラジヨガ・ストレッチ

武豊町運動公園
グラウンド

Ａ：10/31、11/28
Ｂ：10/17、11/ 7
Ｃ：10/10、11/21

6:30 〜 7:00

500 円 / 回

※屋外で実施する運動は雨天時中止になります
※⑧の詳細については、武豊町地域包括支援センターまで（電話 74-3305）
※⑨の詳細については、ゆめフルたけとよスポーツクラブまで（電話 84-1100）

運 動 の 前には水を１杯 飲んで脱水症を起こさないようにしましょう

ヨット乗船体験記（武豊町母子福祉会）
令和2年7月23日
（木・祝）に、武豊町母子福祉会は富貴ヨットクラブのご厚意で、
ヨット乗船体験を開催しました。
この企画は初めてであり、なかなか開けない梅雨の雨と新型コロナウイルス感染
症の影響で、前日まで開催できるかどうかハラハラし通しでした。ですが当日は雨
もあがり、会員14名（内子ども6名）が、富貴ヨットクラブの方々のヨット4艇に分
乗し、衣浦湾巡りをさせていただきました。参加した子ども達は、
「楽しかった！」
「ま
た乗りたい！次はいつ？」と、笑顔で口々に話してくれました。親御さん達も
「こんな
体験が子どもとできてよかった」
「乗っていた時間はあっという間でした」と話しておられました。
このコロナ禍の中、感染予防対策を取りながら、ヨット乗船体験を開催していただいた富貴ヨットクラ
ブの皆さんの温かいお心遣いとご支援には、心から感謝いたします。ありがとうございました。
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社協ケアマネだより

介護に疲れたとき、相談する相手はいますか？
介護を受けている方の症状が少しずつ変化するように、介護をする側も年齢を重ねたり体調や気持ち
の変化があることは当然のことです。自宅での介護を続けていると、疲れてくることがあるかもしれま
せん。
そんな時は思い切って、口に出してみませんか。悩みを打ち明けることは

ケアマネジャーに
相談してみよう！
もしもし…

勇気がいると思いますが、話をするだけで気分が楽になることもあります。
また、人に話すことで、自分では思いもつかなかった解決策が見つかったり、
自分の頭の中の整理にもつながります。
武豊町社会福祉協議会には高齢者の相談窓口として、地域包括支援セン
ターや居宅介護支援事業所があり、ケアマネジャー、保健師、社会福祉士な
どが相談をうけたまわっています。
介護でお悩みの際は、お気軽に武豊町社会福祉協議会にご相談ください。

地域の

宝物紹介

ケアマネジャー

仕事の空き時間で
ボランティア活動に取り組む

第十三回

前中厚子さん（58）

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。

前中さんは、現在、社会福祉協議会の「配食サービス※１」と
「た
けとよくらし応援隊※２」のボランティアで活躍されています。配
食サービスでは週に1回、3.4人のお宅にお弁当を届けています。
たけとよくらし応援隊では1人暮らしの高齢者宅で掃除などを行
いました。ボランティア活動を始めたきっかけは、「地域とのつ
ながりを作りたかったから」とのことです。武豊に転居して5年
ほどたち、仕事をしながら地域でできることがないかと考えて
いた時に、知人より声をかけてもらい、活動を始めました。「仕
事があるため、活動は週に1回、2時間程度ですが、お弁当を届
けた時や、掃除などのお手伝いをした後に
『ありがとう』と言ってもらえることが何より
うれしく、やりがいにつながっている。また、ボランティア同士のつながりもできるよ
うになった」と語ってくれました。「これからも、自分のできる範囲でボランティアをし
ていきたい」と思いを話してくれました。
※１ 武豊町社会福祉協議会配食サービス：高齢者などのお宅に
ボランティアが自宅に弁当を届けるサービス。料金は、お
かずのみ450円、おかず+ごはん500円。利用条件あり。
※２ たけとよくらし応援隊：日常生活の「ちょっとした困りご
と」をボランティアが低料金でお手伝いするサービス。利
用条件あり。
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社会福祉協議会では、地域でボランティア活動を行
う人を応援しています。
「何かボランティアしてみたい」
「どんな活動があるの」
などボランティアに関する相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
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

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

車いすの貸出し
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

10 月

2020

OCTOBER

１日 赤い羽根共同募金運動（〜３／３１）
2日 聴き方講座（16日）
６日 ボランティア講座（２０日）

町内に在住の方

７日 老人クラブグランドゴルフ大会（予備日１４日）

貸出期間

１５日以内

９日 リフレッシュカフェ

保 証 金

１,０００円

※保証金は返却
の際に全額返金

１１日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ケ）
１２日 いこいこ笠松（おとなりカフェ笠松）
（２６日）

福祉車両の貸出し

１３日

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。

１６日 手話奉仕員養成講座（２３・３０日）

対

象

貸出期間

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。

貸出上限

原則週1回

利 用 料

無料

貸出車両

※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3名乗車）

注

意

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。

寄付御礼

１７日 ひきこもり・不登校の居場所
１８日 Net119緊急通報システム説明会
２４日 身体障害者福祉協議会

秋のレクリエーション

２６日 たけとよくらし応援隊報告会
29日 一歩先行く健康づくり講座
30日 介護予防教室（いきいき元気教室）

（2台） （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

手続方法

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校の専門相談）
（２７日）

令和2年7月27日〜
令和2年9月15日（敬称略）

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。

11 月

2020

NOVEMBER

1日 おもちゃ工房（15日）
６日 手話奉仕員養成講座（１３・２０・２７日）
８日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ヶ）
９日 いこいこ笠松（おとなりカフェ笠松）
（２３日）
富貴中学校福祉実践教室
（２４日）
１０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）
ボランティア講座（２４日）
１１日 家庭介護のためのハートフルケアセミナー（１２日）
１３日 リフレッシュカフェ
２１日 ひきこもり・不登校の居場所
２４日 介護予防教室（いきいき元気教室）
27日 衣浦小学校福祉実践教室

12 月

2020

DECEMBER

４日 手話奉仕員養成講座（１１・１８・２５日）
（２２日）
８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）
１１日 リフレッシュカフェ
１２日 武豊町社会福祉協議会福祉映画会
１３日

おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ヶ）
おもちゃ工房（20日）

１４日 いこいこ笠松（おとなりカフェ笠松）
（２８日）
１６日 介護予防教室（いきいき元気教室）
１９日

ご寄付いただいた物の一部

寄

付

者

匿名（1件）
匿名（7件）
知多東理容組合

寄付金・寄贈品

5,000円
はくパンツ、ジュース、食料品、
調味料、お菓子、ベビーフード等
古切手、書き損じはがき

介護予防・普及啓発講演会
ひきこもり・不登校の居場所

行事等中止のお知らせ
１０月の全日

おとなりカフェ（馬場、よし子さん家）

１１月の全日

おとなりカフェ（馬場、よし子さん家）

１２月の全日

おとなりカフェ（馬場、よし子さん家）

＜ご案内＞
次回の「たけとよのふくし」は1月１日発行のため、今回の行
事予定掲載は12月31日までとなります。

たけとよ の ふくし
第152号 令和2年10月1日号

7

字幕スーパー

手話通訳・パソコン要約筆記付き ヒアリングループあり

福 祉 映 画 会
「オ ケ 老 人！」
笑って泣いて、また笑う！痛快クラシック音楽エンターテイメント！
【物語】バイオリンが趣味の数学教師の小山千鶴。梅が岡高校に赴任し
た彼女は、地元の文化会館でのアマチュアのオーケストラによる見事
な演奏を耳にして入団を決意する。だが、彼女が入ったのは老人ばか
りの素人「梅が岡交響楽団」で、文化会館で演奏していたのはエリート
楽団として知られる
「梅が岡フィルハーモニー」だったと知ってがく然。
退団しようとするも、その後指揮者を務める羽目になり……。
『この映画を通じて、武豊町社会福祉協議会の基本理念でもある
「ふだんの くらしの しあわせ」について、一緒に考えてみませんか』
時： 12月12日
（土）
① 午前の部 10：00 〜 12：15（途中換気休憩あり）
② 午後の部 14：00 〜 16：15（途中換気休憩あり）
場 所： 武豊町中央公民館 講堂

日

対

象： 武豊町在住の方（①午前の部 定員100名、②午後の部 定員100名）

申込みフォーム
入場には整理券が必要になります。整理券は10月26日（月）より
社会福祉協議会にて配布、もしくは右のQRコードからも申込みできます。
問合せ： 武豊町社会福祉協議会（☎ 73-3104）

入

場： 無料

新型コロナに負けない

８月１日 号で募 集 を さ せていた だ き ました︑

健康川柳の作品を３回に分けて紹介していきま

す︒

日号でも掲載しますので

応募してくださった皆様︑本当にありがとう

ございました︒

１月１日 号︑２月

楽しみにしていてください︒

顔につく マスクの跡が いとおしい

尾野繁夫さん︵七十代︶

第152号 令和2年10月1日号

ちっちゃな子 大きめマスク わーかわい

たけとよ の ふくし

尾野るみ子さん︵六十代︶

百日紅 マスクして舞う 太極拳

島田美津子さん︵七十代︶

8

１５

健康川柳応募作品 の
ご紹介 ︵第一回 ︶

・映画会開催にあたり、武豊町社会福祉協議会策定の「地域福祉活動再開に向けたガイドライン」を踏まえた感染防止対策を講じてまいります。
・新型コロナウイルス感染症などの状況により開催中止となる場合があります。
・座席は指定席となります。（座席の番号は整理券に記載します。）
・QR コードの申込みフォームより申込みの方には、整理券を後日申込みされた住所へ郵送します。
・入場の際は、あらかじめ整理券裏に氏名・住所・電話番号を記入してご持参ください。
・発熱・咳などの症状がある場合は、来場をお控えいただきますようお願いします。

