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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ボランティアはじめてみませんか？
〜武豊町でボランティアを楽しもう！〜

武豊町にはたくさんのボランティア活動があります。
あなたの興味関心ごとや経験をボランティア活動に活かしてみませんか？

武豊町のボランティア

武豊町社会福祉協議会ボランティアセンターには、現在４２のグループと69 人の個人ボランティアを含む

（令和元年度ボランティアセンター登録者数）
約 2000 人の方が登録されており、下記のようなボランティア活動をしています。

〇障がい児・者支援 / 家族支援 〇高齢者支援 〇子ども / 学校
〇環境 / 地域
〇防災 / 防犯 〇健康
〇個人ボランティア

（憩いのサロンボランティアの様子）

〇芸能 / 施設訪問 / 趣味

（災害支援のボランティアの様子）

〇伝統

（そば打ち体験ボランティアの様子）

◆ボランティア活動を始めるには…
①ボランティアセンターにお越しいただき、あなたに合ったボランティア活動を一緒にお探しします。
（電話・メールでも可能）
②やりたいボランティア活動が決まったら、直近の活動を確認してお伝えします。
③ボランティアセンターの登録とボランティア保険に加入していただきます。
④ご都合が合う活動日のボランティアに参加することでボランティアが始まります。
※ご自分が活動できるか不安な方は、お試し体験もできますので、気軽にお問い合せください。

先輩ボランティアの声
地域への恩返し 大石靖彦さん（60代男性・元 会社員）
母の介護で早期退職しました。仕事一筋でしたが、母に関
わってくれる多くの方々を知り、さまざまな支えに気付きまし
た。地域へ恩返ししたいと思い、自分にできそうなことを社会
福祉協議会ホームページから探しました。「ありがとう」と言
われたり、自分が行くのを楽しみに待ってくれていたりするこ
とがうれしく、それがやりがいになっています。
≪後輩に一言≫
気負わず、気楽に、まずは始めてみる

武豊町社会福祉協議会ボランティアセンター
〒470-2392 知多郡武豊町字長尾山2番地

思いやりセンター内

TEL/0569-73-3104
FAX/0569-73-8377
E-mail/info@taketoyo-shakyo.com
ホームページ/http://www.taketoyo-shakyo.com/
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網戸洗い（たけとよくらし応援隊）

≪現在活動中のボランティア≫
・配食サービス（高齢者宅への昼食弁当配達）
・たけとよ くらし応援隊（ちょっとした困りごとのお手伝い）

まずはお気軽に
ご相談ください

ボランティアセンターからのお知らせ

手作り雑巾・清拭用タオル大募集！
６月にも募集させていただきました、雑巾・清拭用タオルの第２弾の募集をさせていただきます。
タオルは新品でなくても結構です。縫うことができない方は、そのままのタオルのご寄付も
受付ています。縫っていただける方は、下記の作り方に沿って作っていただき、
社会福祉協議会までお持ちください。皆さまのご協力をお願いいたします。

作り方

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）
半分に切る

半分に折る

四辺と対角線を縫う

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）

切り口を ほつれないように 縫う

半分に切る

切る線
折る線
縫う線

雑巾・清拭・タオルは武豊町社会福祉協議会へ
お持ちください
（お持ちいただくのが難しい場合はご連絡ください。）

り
ケアマネだよ

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

「昨日食べたハンバーガーは旨かった」

この言葉は私がＡさんのお家に伺った時に聞いた言葉です。亡くなる数日前の会話でしたが、とても
嬉しそうに話す顔を見ていると私まで幸せな気持ちになりました。
後からご家族に聞いたところ、ハンバーガーはＡさんの好物の一つだったそうです。食べることがで
きたのは数口程度だったようですが、好きな食べ物を家族と一緒に食べることができたことは、
Ａさん
にとってもご家族にとっても素敵な思い出になったのではないかと思います。
自分のしたいことや好きな物を誰かに知っておいてもらうことは、人生を豊かに過ごす上でとても大
切だと実感した出来事でした。
みなさんもご家族や友人と自分の希望や目標を話す機会を持ってみてはいかがでしょうか。
また、介護保険のサービスを利用されている方であれば、ぜひケアマネジャーにもお伝え下さい。
私たちケアマネジャーは、よりよいケアプランの提案のために、多くの情報を教えていただきたいと
考えております。
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もしも…の時に

新型コロナウイルス感染症生活支援の紹介
武豊町社会福祉協議会では、感染者・濃厚接触者として保健所から自宅待機
を求められている方や世帯向けに下記の内容で支援を行っています。

【問合せ・受付】

武豊町社会福祉協議会

0569-73-3104

月〜金

まずはお電話で
ご連絡ください。

午前９時〜午後３時（祝日は除く）

支

援

①買い物代行

内

容

①生活の維持に必要な日用品及び食料品、弁当などの買い物を代行します。
②その他相談に応じます。

対

象

保健所から感染者・濃厚接触者と認められ、自宅待機を要請された町民とその同一世帯のご家族
であって、親族等によるサポートを受けることができない方。

②その他

利用希望の問合せ・申込みをします。
武豊町社会福祉協議会
0569-73-3104
（月〜金 午前 9 時〜午後 3 時 祝日は除く）
支援内容の詳細について説明をさせていただきます。
利用の
流 れ

ご自宅への集金
（注：前払い制になります。期間中に必要な金額を集金させていただきます。
）
買い物（注：店舗の指定はできません。
）
配 達
配達完了の電話

２回目以降は繰り返し。希望の品物を
電話で連絡してください。

全ての買い物代行支援が終了した時点で清算します。

その他

・利用料金は無料です。購入の品物代金や有料レジ袋代はご負担ください。
・前払い制です。期間中に必要と思われる額を予め集金させていただきます。
・まとめ購入にご協力お願いします。
（１回おおよそ 5,000 円以内）
・ご希望の品物が揃わない場合もあります。
・店舗のご指定はできません。
・配達の際は武豊町社会福祉協議会の職員と判別されないよう工夫します。
・品物は玄関先に置かせていただきます。配達完了の電話を入れますので早めに回収してください。

※この生活支援は、通常の事業とは別に実施する「期間限定の事業」です。武豊町と連携して実施しています。
社会福祉法人武豊町社会福祉協議会

福祉実践教室が開催されました！

〜小中学生の福祉体験〜

武豊町社会福祉協議会では、小中学生に向けた福祉教育のプログラムとして、
福祉実践教室を開催しています。地域で暮らす様々な人達と
「共に生きる」力を
育むことを目的として、各小中学校のご協力により、町内の小学校4年生、中学
校1年生を対象に毎年開催してきました。
今年度は学校のご協力もあり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十
分に行った上で、9月25日
（金）富貴小学校74人、11月10日
（火）富貴中学校114
人、11月27日
（金）衣浦小学校75人の生徒の皆さんに参加いただき実施すること
ができました。
地域で暮らす障がい者のある方やボランティアの方々
に講師になっていただき、ご自身の生き方や生活につい
てお話をいただきました。また車いすや手話、手足が不
自由な方が自分で動作が行えるよう工夫された道具
（自助
具）の制作、高齢者疑似体験といった体験学習を通して、
「共に生きる」ことの大切さを学ぶ機会となりました。
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武豊町保健センター

地域包括支援センターだより

「憩いのサロン」再開に向けて ボランティアのつどいを開催
休止している憩いのサロンの再開に向けて、12月8日
「憩いのサロ
ンボランティアのつどい」を開催しました。今回は
「新型コロナウイル
スの感染症対策を行いながら、どのように憩いのサロンを開催してい
けるのか」がテーマでした。地域包括支援センターよりサロン活動の
現状報告を行い、保健センターの保健師より、感染症対策の具体的な
方法などを説明しました。また、憩いのサロン開始当初から関わって
憩いのサロンボランティアのつどいの様子

いただいている星城大学の竹田徳則教授も出席され「長い間家に閉じ
こもり気味だった高齢者は急な外出で転倒するリスクもある。徐々に
体を慣らしていってほしい」といった具体的なアドバイスがありました。
憩いのサロンは来年度の再開に向けて、感染症予防を取り入れなが
ら準備をすすめています。また、元気な姿で皆様とお会いできるのを
楽しみにしています。

星城大学

竹田徳則教授の講演

地域の

宝物紹介
第十四回

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

認知症予防のために
ボランティア活動に取り組む
使用済み切手やベルマークなどの整理
栗田いつゑさん（70）

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。

栗田さんは、町民のみなさんより集められた使用済み切手やベルマークなど
を整理するボランティア活動に週に1回ほど取り組んでいます。
活動を始めたきっかけは、ベルマークを社会福祉協議会に持って行ったとき、
職員に声をかけられたからとのことです。栗田さんは
「このまま一人で家にずっ
といては認知症になってしまう。何かしなくては」
と考えており、この活動を始めました。
栗田さんは
「ひとり暮らしだと1日中、誰とも話を
しないこともある。ボランティア活動をすることに
より、新たな仲間と交流ができる」また
「この活動

仕分けボランティア
内
容：使用済み切手やベルマークの整理
（余白の切り取りなど）
開催日時：不定期（週 1 回程度）
場
所：思いやりセンター 2 階会議室

が少しでも誰かの役に立っていると思うと、有意義
に時間を過ごしていると感じる」と話されました。
武豊町社会福祉協議会では、使用済み切手、ベ
ルマークなどを集めています。使用済み切手は武
豊町のまちづくりの推進に、ベルマークは学校備
品の購入に役立てられます。自宅で眠っている切
手やベルマークがありましたら、ぜひ社会福祉協
議会までお持ちください。

ボランティアなどの社会参加は認知症のリスクが減るとい
う報告もあります。皆さんもボランティア活動をしてみま
せんか。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
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より
多 賀 授 産 所だ

「多賀授産所

お客様感謝
ウィーク」

昨年6月〜 7月にかけて開催した
「多賀授産所大特価販売」には、多
くの皆様に足を運んでいただき、
ありがとうございました。令和2年
度は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、産業まつり等、町
内で出店していたバザーが中止と
なり、製品の販売機会が減少して
しまいました。そこで、今回
「多賀
授産所 お客様感謝ウィーク」を右
記の通り開催し、花の苗や紐織マッ
ト、せ ん べ い
等の製品販売
をいたしま
す。ぜひ皆さ
んお越しくだ
さい。

新型コロナに負けない

健康川柳応募作品 の
ご紹介 ︵最 終 回 ︶

８月１日 号で募 集 をさせていただきま

した︑健康川柳の作品紹介最終回です︒

応 募してしてくださった 皆 様︑本 当に

ありがとうございました︒

毎日がコロナコロナで うんざりだ

永田重夫さん︵八十代︶

第154号 令和3年2月1日号

はじめよう コロナぶとりに
ウォーキング

たけとよ の ふくし

永田幹子さん︵七十代︶

体重 コロナとともに 増加する

永田直美さん︵五十代︶
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車いすの貸出し

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

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

町内に在住の方

貸出期間

１５日以内

保 証 金

１,０００円

2月

FEBRUARY

７日 ひきこもり・不登校を考える講座
8日 おとなりカフェ（笠松）
（２２日）
９日

※保証金は返却
の際に全額返金

2021

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）

１０日 介護者のつどい
ちょっとよってきん大足・富貴
（ふれあい昼食会代替事業）

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。
対
象 町内に在住で車いす利用をする方及び介助する方

２０日

ひきこもり・不登校の居場所
防災ボランティアコーディネーター養成講座

２４日

知多南部３町福祉教育関係講師学習会
いきいき元気教室〜今日から始めるフレイル予防・運動編〜

貸出期間

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 ※ただし、消費した燃料を補充して返却をして
ください。

貸出車両

スズキ エブリィ

手続方法

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。

注

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

者

匿名（11件）
林 慶見
匿名
（有）丸満
野菜カフェYa〜Ya
匿名
（株）Gu・RADO
ＪＡあいち知多女性部
武豊地域
匿名
匿名

MARCH

７日 福祉講演会
８日 おとなりカフェ（笠松）
（２２日）
ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校専門相談）
（２３日）

１４日 おとなりカフェ（上ケ）
１７日 理事会
１９日

いきいき元気教室
〜今日から始めるフレイル予防・食事編〜

２０日

ひきこもり・不登校の居場所
災害ボランティアセンター設置運営訓練

２５日 評議員会

令和2年12月18日〜令和3年1月15日

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。

2021

１２日 リフレッシュカフェ

（車いす利用者、運転手含め最大3名乗車）

寄付御礼

3月
９日

（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

意

１７日 ボランティア保険説明会

（敬称略）

２７日 バリアフリー映画会

4月

2021

APRIL

１日 ほっとCafé（８日・１５日・２２日・２９日）
９日 リフレッシュカフェ
１１日 おとなりカフェ（上ケ）
１２日 おとなりカフェ（笠松）
（２６日）
１３日

ご寄付いただいた
物の一部

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

カンパン、お菓子、お米、おもち、
せんべい、レトルト食品、鍋つゆの素、
みかん、うどん、ラーメン、缶詰
玄米、おもち
2,000円
50,000円
4,717円
23,600円
缶入りカンパン48缶
11,064円
3,000円
10,000円

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）

行事等中止のお知らせ
2月
2月3月4月の全日

おとなりカフェ（上ケ）
おとなりカフェ（馬場）

※新型コロナウィルス感染症等の状況により開催中止と
なる場合があります。

＜ご案内＞

次回の「たけとよのふくし」は4月15日発行のため、
今回の行事予定掲載は4月14日までとなります。

【お詫びと訂正】
令和３年１月１日号の【赤い羽根共同募金 法人
寄付者のご報告】にて、お名前が入っていない
法人・事業所がありました。
（敬称略）
・石川建設株式会社 ・衣ヶ浦綿糸株式会社
・岩部建設株式会社
訂正してお詫びいたします。
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武豊町社会福祉協議会 「福祉講演会」

「ふるさとへの

情報保障：手話通訳・パソコン要約筆記・ヒアリングループ

思いと願い」

講

師

日

時

なすび 氏

令和 3 年３月７日
（日）

午後2時〜3時30分（開場 午後1時30分）

場

所

定

員

対

象

入

場

武豊町中央公民館 講堂
講師プロフィール
１２０名
日本テレビバラエティー番組「電波少年的懸賞生活」にて日本・韓国を舞台に1998〜1999年の1年
武豊町在住の方 3ヶ月を懸賞のみで生活しブレイク。その後、元々志していた喜劇俳優を目指し、本格的に俳優とし
て活動する中、2011年に東日本大震災発生。被災した故郷福島の復興再生を祈願し、2011年8月に
四国お遍路巡礼。故郷への応援、風評・風化に対する方法を模索する中、2013年エベレスト登山を決
無料

※入場には整理券が必要になります。
整理券は2月8日（月）
より社会福祉協議会に
て 配 布 、もしくはＱＲ
コードから申込みでき
ます。

断。頂上直前の標高差約100m地点、下山という苦渋の決断を下す。2014年再び登頂に挑戦するも
大規模な雪崩発生により断念。2015年3度目のエベレスト登頂を目指す中途、ネバール大震災に遭
遇。奇跡的な生還後2015〜2016年冬季、東北復興を願い「潮風トレイル」青森〜福島の震災の爪
痕残る900km以上を徒歩で踏破。2016年4月4度目のエベレストへ。5月19日世界最高峰エベレス
ト登頂を成功させる。以降、俳優としての活動を主に、ふるさと福島や東北への復興応援、国内災害
被災地活動に加え、ネパール被災地支援、コロナ災禍下の地元産業応援を続けている。
〇福島環境・未来アンバサダー
〇安達太良山観光大使

〇あったかふくしま観光交流大使
〇山の日アンバサダー
〇富良野自然塾裏磐梯校 特別インストラクター

• 講演会開催にあたり、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講師と会場をネット通信でつなげた
オンライン講演会もしくは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。

お問合せ先

武豊町社会福祉協議会
〒470-2392
武豊町字長尾山２番地
電話：0569 - 73 - 3104
※午前8時30分〜午後5時15分・
土日祝日休み

バリアフリー映画会 「くちびるに歌を」
●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。

日 時

3 27

令和3年 月
日（土）
13：30〜15：55

場 所
武豊町中央公民館 講堂

※途中換気休憩あります

入 場

※入場には整理券（先着1００枚）が必要になります。
無料
（1人2枚まで） ※整理券は2月27日（土）より武豊町立図書館、

3月1日
（月）より武豊町社会福祉協議会にて配布します。

協 力
問合せ 武豊町社会福祉協議会 （電話：73-3104）
午前8時30分〜午後5時15分 土日祝日休み
住友商事
武豊町立図書館
（電話：73-6800）
午前9時〜午後7時 月曜日、毎月最終金曜日休み
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(C) 2015『くちびるに歌を』製作委員会
(C) 2011 中田永一／小学館

【あらすじ】
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…。

