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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武豊町社会福祉協議会の理念
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使命
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。

〈令和３年度基本方針〉
「超少子高齢・人口減少社会」や
「人生百年時代」といわれ、家族関係、地域社会のあり方も大きく変わってき
ています。さらに、昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大により、これまでの日常生活の在り方や地域福
祉活動の在り方が大きく変化しました。特に、減収・失業による生活困窮状態の深刻化、地域のつながりの希
薄化、孤立の広がりと地域社会が抱える福祉・地域生活課題は、一層複雑・多様化してきています。
また、毎年のように全国各地で自然災害が発生しており、南海トラフ地震等を含む様々な自然災害に備え、
平時からの多様な連携の整備の必要性が言われています。
こうした中で、社会福祉協議会は、住民相互のつながり、支え合いを前提とした住民主体の「地域づくり」や
地域の多様な関係者・機関をつなぎ地域生活課題の解決に向けた
「連携・協働の場」となり、「地域共生社会の
実現」に向けての包括的支援体制の構築を担う役割を求められています。
武豊町社会福祉協議会では、福祉への理解・啓発活動を地域福祉教育として進めるとともに、行政や関係機
関と連携を図りながら、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包括的な相談支援体制の
構築を進めます。また、住民、地域の関係者や多様な機関との協働による生活支援体制（包括的な支援体制）
の構築を目指した事業を進めます。

武豊町社会福祉協議会の予算概要
令和３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】

前年度繰越金 ３６,１６３

会費収入 ５,６００
就労支援事業収入
１０,５７９
寄付金収入
１,７５０

受取利息配当金収入
７ 預金利息
その他の収入
６６２

障害福祉サービス等収入
７９,６６７
自立支援給付費等

補助金収入
６２,７０３

収入合計
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９６,０５１

３２４,２０１

介護保険事業収入
３５,４９５
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地域福祉活動推進事業

支出合計

３２４,２０１

町受託金、県社協受託金

共同募金配分金収入
４,５６２

施設管理事業
（多賀授産所の運営）
６７,５８９

町補助金

受託金収入
８４,４４５

居宅介護料、
居宅介護支援介護料等

地域福祉サービスセンター事業
３３,３９２

事業収入 ２,３６８
貸付事業等収入 ２００
貸付金償還金

地域包括支援センター事業
８０,７８２

介護保険事業・障害福祉サービス事業
４６,３８７

武豊町社協ってどんなことしているの？ 〜活動内容の紹介〜
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。
配食サービス

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、くらし応援隊、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、ジュニアリーダー育成事業
など

住民懇談会

地域福祉活動推進事業②
福祉教育推進事業
● 体験型地域福祉教育、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
青少年サマーボランティアスクール

おとなりカフェ

地域福祉活動推進事業③

子どもフェスティバル

地域福祉サービスセンター事業

災害ボランティアセンター
設置・運営訓練

● 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
● 重層的支援体制整備事業移行準備事業
相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体
的に行うための準備
● 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
（居宅介護支援）
● ケアマネジャーによるケアプランの作成
● 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）

● 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

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、体操
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
（任意事業）
● 包括的支援事業
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

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
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見守り隊ボランティアさんと
お話しをしてみませんか？
最近人と話をしていない、高齢になり周りに同世代の人がいない、友人と疎
遠になってしまった…と感じている皆さん。武豊町社会福祉協議会では、講座
を受けた地域のボランティアが2人一組で月に１回自宅を訪問し、お話しをお
聴きする「見守り隊ボランティア」活動を行っています。
お話しする内容は趣味の話や昔の思い出話、地域やご家
族の話、最近楽しかったこと等の世間話からちょっとした愚
痴までなんでもOK！ボランティアは守秘義務について十分
な認識と心得がありますので、安心してお話ししてくださ
い。思っていることをお話しすると、身も心もすっきりしま
すよ！
利用できる方は、町内にお住いの65歳以上の方や障がい
★訪問時の様子★
のある方で外出や他者と交流する機会が少ない方。まずは
「ちょっとお話しをしてみたいな」という方も大歓迎です。
★利用者、ボランティアの声★
また、見守り隊では、ボランティアとして一緒に活動して
くれる方も大募集しています。見守り隊ボランティアを利用
(利用者のAさん)
人と話すことが大好きだけれど一人暮ら
したい方、ボランティア活動に興味のある方は是非、下記ま
しで人と話すことが少ない。ボランティア
でお問い合わせください。

問い合わせ

武豊町社会福祉協議会 (担当：根嵜、石野、西脇)
☎：0569-73-3104 E-mail：info@taketoyo-shakyo.com
※月〜金曜日 8：30〜17：15 (土日祝日はお休みです)

さんに来てもらって話をするのがとても
楽しみ。

(見守りボランティアのBさん)
利用者さんの話を聴いているとこちらま
で元気をもらえる。活動していて楽しい。

手作り雑巾・清拭用タオルたくさん集まりました
ご協力ありがとうございました 今後も継続決定！
たけとよのふくし2月1日号で広く町民の皆さ
まにもお願いしたところ、3か月もたたないうち
に雑巾１,３００枚、清拭用タオル７００枚が集まりま
した。また、そのタオルを雑巾に縫ってくれるボラ
ンティアさんの協力も得ることができました。
5月に、町内２０か所の高齢者福祉施設・障がい
者福祉施設や保育園などにお届けし、大変喜ん
でいただきました。
コロナ禍でも、自宅でできるボランティア活動
として、今後も募集を続けていきます。皆様のご
協力をお願いします。
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参加したことある方も大歓迎！１年に１回は脳の状態をチェックしましょう！

参加者
募集!

「認知症に強い脳をつくる」 対象：
町内在住

の
65歳以上の方

〜講話と脳の健康度チェック〜

楽しみながら脳を鍛える生活習慣を身につけるための 脳の鍛え方 について最新の情報もあわせて
お伝えします。参加すると脳の機能の状態を把握する検査「ファイブ・コグ」を 無料 で受けられます。

日

① ７月５日(月)

時

会

場

特別養護老人ホームくすのきの里
くすのきホール

９時30分〜11時30分

② ７月６日(火) 13時30分〜15時30分

武豊町中央公民館
２階視聴覚室

③ ７月９日(金)

東大高公民館
２階 大ホール

９時30分〜11時30分

②③は同じ内容です。
ご都合のよい日時を選んでお申込みください。

受付開始：６月７日(月) ９時から
定員各回：先着３０名

お申込み・お問い合わせ

武豊町地域包括支援センター
☎０５６９-７４-３３０５

受付時間：月〜金曜日 ９時〜17時(祝日を除く)

●「ファイブ・コグ」は脳の状態を把握するための集団検査です。認知症の診断を行うものではありません。
●この事業はエーザイ株式会社と武豊町の「認知症と共生するまちづくり」に関する連携協定に基づき実施します。

地域の

宝物紹介
第十六回

健康麻雀

誰でも、楽しく認知症予防

〜感染症対策を講じて再開〜

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。

麻雀を通じた認知症・介護予防として武豊町総合体育館で平成30年より
始まった「健康麻雀倶楽部」は、新型コロナウィルス感染症の影響により1年
ほど休止となっていましたが、今年の4月より飛沫防止シールド設置などの
感染症対策を講じ、再開しました。
健康麻雀は「お金をかけない」
「タバコを吸わない」
「酒を飲まない」がマ
ナーで、高齢者を中心に全国的に人気が高まっています。健康麻雀倶楽部
では初心者でも行えるようにスタッフ数名が基本的なルールを一緒に行う
などで丁寧に教えてくれています。
参加者の森田孝子さん（75）は、
「麻雀は昔、男の人たちが楽しそうにし
ているのを見てずっとしてみたいと思っていた。全くの初心者だったが、
ルールはスタッフや参加者が丁寧に教えてくれるので徐々に理解し、楽しくなってきた。想像以上に頭を使うので脳ト
レに最適だと思っている」と話してくれました。スタッフの植田智紀さんは、
「麻雀は、指先に気を使い、勝つために頭
で様々な作戦を考えるなど、同時に複数の行為が必要なので、脳トレとして素晴らしいゲームです。ベテランの方から
初めての方までお気軽にお越しください。」と思いを話してくれました。
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。
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
電話 0569-73-3104

健康麻雀倶楽部
開催日時 ：週2回（火・金）9：15〜11：30
体育館休館日・祝日除く
場
所 ：武豊町総合体育館 2階会議室
定
員 ：20人程度
参 加 費 ：500円/回
問 合 せ ：ゆめフルたけとよスポーツクラブ
☎ 84 -1100
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福祉の総合相談窓口

「まるっとここ相談窓口」を開設します！
年代や分野を問わない福祉の総合相談の窓口を開設し、既存の介護・障がい・子育て・生活困窮の
各相談支援機関と連携し、解決に向けた支援を進めます。

『ひとりで悩んでいませんか？』
介護、子育て、生活費、経済的な問題、就労等、どこに相談すればいいかわから
ない悩みや困りごと（年代や分野を問わない）について、ご相談を受けます。その
後適切な相談支援機関につないだり、相談支援機関と連携して解決のための支
援を行います。
例）
「介護と子育ての両方が負担になり、どこに相談していいのか困っている」
「無職で生活費に困っている」

『ご近所に心配な方はいませんか？』
自ら相談に出かけられず困りごとを抱えている方や世帯について、ご相談を受
けます。その後、情報を把握し必要に応じて相談支援機関と連携し、継続的な支
援を行います。
例） 「近所に子どものことで悩んでいる人がいる」
福祉の困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
武豊町社会福祉協議会 武豊町思いやりセンター「まるっとここ相談窓口」
☎ ０５６９−７３−３１０４
info@taketoyo-shakyo.com

相 談 支 援（まるごと相談）
まるっとここ相談窓口
（地域福祉サービスセンター）

障がい

・福祉課
・武豊社協障がい相談支援センター
・知多南部相談支援センター

介護

・福祉課
・地域包括支援センター

生活困窮

・知多福祉相談センター
・福祉課
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子育て

・子育て支援課
・子育て世代包括支援センター
・健康課
・学校教育課

地域住民

車いすの貸出し

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

6月

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

8日

１５日以内

保 証 金

１,０００円

11日

※保証金は返却
の際に全額返金

貸出期間

18日 ひきこもり・不登校の居場所
22日

30日 たけとよくらし応援隊 令和2年度活動報告会

7月

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

利 用 料

無料 ※ただし、消費した燃料を補充して

貸出車両

スズキ エブリィ

返却をしてください。

5日

詳細はこちら

JULY

「認知症に強い脳を作る」
〜講話と脳の健康度チェック〜（6日・9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）

（車いす利用者、運転手含め最大3名乗車）

意

2021

1日 スマホ教室

（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

注

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 赤い羽根公開プレゼンテーション

町内に在住で車いす利用をする方及び介助する方

貸出上限

手続方法

評議員会・理事会
リフレッシュカフェ

17日 スマホ教室（26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。
象

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校の専門相談）

14日 おとなりカフェ（笠松）
（28日）

詳細はこちら

福祉車両の貸出し
対

JUNE

9日 ハートフルケアセミナー（家庭介護教室）
（10日）

町内に在住の方

貸出期間

2021

13日

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。

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校の専門相談）

16日 ひきこもり・不登校の居場所
21日 生活支援ボランティア交流会
27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）

上記日程は、新型コロナウイ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）

寄付御礼

ご寄付いただいた食料品などの一部

（令和3年4月2日〜令和3年5月14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。
寄

付

匿名（9件）

朝岡喜代治
永田

弘美

椛

英代

者

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

そうめん・砂糖・お菓子・
レトルト食品・お酢・
調味料・焼きのり・うどん・
サヤエンドウ・ラーメン
文房具
食品（うどん）
靴下・衣類

寄

付

者

(株)エイゼン
社員一同
切手等収集物品換金
匿名

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

麺類・レトルト食品・調味料・
缶詰・パスタ・米・飲料・果物など
11,032円
図書カード8,000円

北川

勇作

クオカード2,000円

魚住

誠二

13,600円

匿名 (6件)

144,431円

たけとよ の ふくし
第156号 令和3年6月1日号
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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

最高の人生の見つけ方
観たら人生楽しく変わるチェンジングムービー！
【物語】
家庭を第一に考えてきた主婦の幸枝(吉永小百合)は入院した病院で仕事一筋
の社長・マ子(天海祐希)と出会う。余命宣告を受け人生のむなしさを覚えた二
人は、入院していた少女の「死ぬまでにやりたいことリスト」を偶然手に入れる。
そのリストを実行することにした二人に待ち受ける未来とは…
『コロナの状況下でも、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： 9月4日
（土）
① 午前の部 10：00 〜 12：15（途中換気休憩あり）
© 2019
「最高の人生の見つけ方」製作委員会
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
対 象：武豊町在住の方（①午前の部 定員120名、②午後の部 定員120名）
入 場：無料 入場には整理券が必要になります。整理券は7月27日
（火）9：00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。
問い合わせ：武豊町社会福祉協議会（☎ 73-3104 ）
申込みフォーム

日

・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。

多賀授産所

お客様感謝ウィーク

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度も「たがフェスタ」が中止となって
しまいました。そこで昨年度に引き続き
「多賀授産所 お客様感謝ウィーク」を開催し、
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。ぜひお越しください。

日にち 令和3年6月7日(月) 〜 6月11日(金)
時 間 午前10時〜 11時45分
午後 1時〜 3時
場 所 多賀授産所

花の苗

40号マット (約 40㎝×45㎝) 400円 ➡ 280円
60号マット (約 60㎝×45㎝) 600円 ➡ 420円
120号マット (約120㎝×45㎝) 1,200円 ➡ 840円
150号マット (約150㎝×45㎝) 1,500円 ➡ 1,050円
など
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所

たけとよ の ふくし
第156号 令和3年6月1日号

武豊町多賀４-１

60円〜

※生育状態によって、お売りできない場合もあります

紐織マット 全品30％引き

住

ペチュニア ガザニア
マリーゴールド など

電

紐織マットをお買い上げの
お客様にはミニマットを
プレゼント!
その他、ブレスレット、イヤリング、
せんべいなど販売いたします。

話 ０５６９-７３-５８２１

