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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多賀授産所だより

〜たがのおせんべい〜

地域の健康づくりを応援！

「ここちゃん健康づくり応援事業補助金」
のご案内

教えて弁護士さん！Q&A
遠方に住む高齢の親の認知症が進み、高額な商品を買わされているようだが
どうしたらよいでしょうか？

日常生活の「ちょっとした困りごと」を住民同士の助け合いで解決！
「掃除」
「草取り」など有償で生活支援

社協ヘルパーだより しっかり食べて夏を乗り切る！
ヘルパーおすすめの時短レシピ vol.1
今月の表紙
6月24日に行われた「(大学生が教える)スマホ教室」の様子
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役員紹介

会長就任の挨拶
木村保夫会長が退任され、後任として武豊町社会福祉協議会の会長に就任させていた
だきました中川美知夫でございます。微力ではございますが、先輩方が築き上げてこら
れた「すべての人のしあわせ」の実現に向け努力したいと考えています。皆様のご支援
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご承知のように、社会福祉協議会はすべての人が安心して、しあわせに暮らすことが
できるようにイベントや講座などを通じ、いろいろな方法で皆さんとともに活動する団体
です。
「しあわせ」の感じ方や考えは、それぞれあると思いますが、日々の暮らしの中で満足
武豊町社会福祉協議会
し、安定した気分を持つことができればしあわせであるといってもよいと考えます。
会長 中川 美知夫
私たち一人ひとりが同じ地域に住む誰かのために、何らかの役目を果たしながら、お互
いに助けたり助けられたりしながら、支えあって暮らしていくことがとても大切であります。そのため住民による、住
民のための地域づくりを目指し、福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、求められる事業や活動への取り組み、計
画づくりなどを積極的に進めたいと思いますので、一層のご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。
＜理事＞ 社会福祉協議会の経営・運営について
執行責任をもつ。

＜監事＞ 業務執行の状況、財産状況を監査する。
（任期 令和３年６月１１日〜令和５年６月定時評議員会まで）

（任期 令和３年６月１１日〜令和５年６月定例評議員会まで）
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＜顧問＞ 会長諮問に答え、または意見を具申する。

健康福祉部長

＜評議員＞ 法人の重要な事項を議決する
氏
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教えて弁護士さん！

Q& A

このコーナーでは武豊町社会福祉協議会顧問弁護士の矢野和雄先生が
あなたのお悩みに答えます。

Q
A

遠方に住む高齢の親の認知症が進み、
高額な商品を買わされているようです。
どうしたらよいでしょうか？
高齢者に限った話ではありませんが、自宅を突然訪問され、ゆっくり考えずに効能のはっきりしない高額
な商品を購入させられてしまうことは少なくありません。特定商取引法という法律では、そのような購入
者を守るために「クーリング・オフ」という制度を設けています。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件
で、つまり、どういった勧誘を受けたかとか、解除の理由は何かといったこととは関係なく、契約の申し込
みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。商品を開封した後でも、使用した後でも解除できる場
合があります。
ここでいう「一定の期間」は契約の種類によって異なりますが、例えば訪問販売では申込書面または契
約書面のいずれか早いほうを受け取った日から８日間とされています。では、
８日を経過してしまった場合
はどうでしょうか？この場合も、直ちに諦める必要はありません。受け取った書面の記載内容が不十分な場
合はそもそも８日間の期間制限は進行せず、クーリング・オフが可能な場合がありますので、最寄りの消費
生活センター（武豊町在住の方は知多半田消費生活センター）や弁護士にお尋ね下さい。
クーリング・オフは無条件で契約をなかったことにすることができる強力な制度です。しかし、ひとり暮ら
しや高齢夫婦世帯では、ご本人が自分でそのような手続をとることが期待できない場合もあると思います
ので、周りの人が、今までに見たことのない契約書や見慣れない商品等がないかを注意して見守ることが
重要です。設問のケースでもホームヘルパーなどが家を訪問してくれているような場合であれば、ケアマ
ネジャーを通じて見守りを頼んでおくことが大事だと思います。
矢野法律事務所 弁護士 矢野和雄

通訳ボランティア募集
6月1日現在、武豊町内には、1,200人ほどの外国の方が生活しています。
外国の方が少しでも武豊町で暮らしやすくなるよう生活上の困りごとの
相談をする時の手助けをしてくれる通訳ボランティアを募集しています。

対

象

活動内容

英語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・中国語などの
翻訳通訳ができる方（日常会話程度）
特に英語・ポルトガル語ができる方大歓迎‼
日常生活の様々な場面（行政窓口・福祉・災害時・交流活動・各種相談 等）での通訳

ボランティアの流れ
①利用者からボランティアセンターへ通訳依頼→②ボランティアセンターに登録した
通訳ボランティアと日程調整→③活動へ参加

申込先

武豊町社会福祉協議会ボランティアセンター

TEL：７３
‐
３１０４
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大学生が教えるスマホ教室を開催！
〜人生 100 年時代を快適に！〜

昨年度好評だった『大学生が教えるスマホ教室』が、今年度も去る６月２４
日(木)・26日(土)・7月1日(木)の3日間開催されました。
日本福祉大学の『ボランティアサークル スマイルコネクト』の皆さんを
はじめとした大学生の方や、20〜30代の社会人・昨年受講されたOBの方
など十数名が講師とサポーターを務めました。教室では、基本操作から、
今時コミュニケーションのキモであるLINEやキャッシュレス決済の代表格
PayPayの使い方、防災や通販・クーポンなどの便利なアプリについて、説
明を聞いて実践するという流れで行いながら異世代の交流が展開されました。
今回はらくらくタイプのスマホをお使いの方が多く、その対応に苦戦する様子が
見られましたが、1対1での対応に参加者からは感謝の声が多数寄せられました。
〜参加者の声〜
●通り一遍な説明かと思っていたが、個別
に対応してもらえて良かった
●丁寧にやさしく教えてもらえてうれし
かった

産所
多賀授

ボランティアの大学生ら

だより

「たがのおせんべい」

多賀授産所では、町の名産である「たまりしょう油」を使った
せんべいを製造、販売をしています。せんべいの生地は国産の
うるち米100％で、草加せんべいで有名な埼玉県から仕入れて
います。
現在は主に４名の利用者さんが、焼き、はけ塗り、袋詰めのす
べての製造工程を毎日がんばって行っています。焼きの作業で
は焼く時の温度調整が難しいので、生地の焼き色に注意をしつ
つ、
トングを使って生地の向きを変えたり、ひっくり返したりと、
熱さに耐えながら忙しく焼いています。
焼いた生地は、はけを使って慣れた手つきで「たまりしょう
油」を１枚ずつ塗っています。これが多賀のせんべいの美味しさ
の秘密です！また、はけ塗り以外にも生地に「たまりしょう油」を
和えながら、やさしく混ぜて味をなじませる方法もあり、こちら
も美味しく仕上がります。どちらも手作業のため大量生産は難
しいですが、
１枚１枚丁寧に心を込めて作っています。
利用者さんは、自分たちが作ったせんべいを店頭で見つけた
り、お客様から「美味しいね」という言葉をいただいたりすると、
日々の作業の励みになり頑張れます。
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地域の

日常生活の「ちょっとした困りごと」を住民同士の助け合いで解決！

宝物紹介

「掃除」
「草取り」など有償で生活支援

第十七回

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。

「たけとよくらし応援隊」では、住民同士で支え合い、誰もが暮らしやすい地域
をつくることを目的に、一人暮らしの高齢者や障がい者などの「日常生活のちょっ
とした困りごと」をお手伝いしています。
同隊は、登録した方に対してボランティア（以下「隊員」）が掃除、草取り、日常
生活のゴミ出し、電球交換、家具の移動、包丁研ぎなどの様々な困りごとに対応し
ています。利用登録には世帯や身体状況などの条件がありますが、現在約40名の
方が登録しています。利用時間は60分以内の簡単に行える作業のみで、料金は隊
員30分につき100円(チケット制)となっています。ちょっとした困りごとの支援が
目的のため、1時間以上かかるものや、車による送迎、高所など危険を伴う作業な
どは行っていません。
現在、隊員は20代〜80代の約50名が登録し、昨年度は50件の作業
を行いました。室内の掃除を依頼した中根勇二さん（83）は「足腰が弱
くなり、掃除が大変になってきたので、助かった。隊員との会話も楽しん
でいる」と利用を喜んでいます。隊員の北川勇作さん（37）は「作業は
1時間なのであっという間に終わってしまう。作業後に他の隊員や、利
用者さんと世間話をする時間が楽しい。無理のない範囲で支えていき
たい」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
たけとよくらし応援隊では、一緒に隊員
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」
として活動していただける方も募集してい
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。
ます。利用やボランティアについての詳細
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
は武豊町ボランティアセンター（73-3104）
電話 0569-73-3104
までお問い合わせください。

社協ケアマネだより

ケアマネって何をしてくれる人？
「ケアマネ」とはケアマネジャーを略した言葉で、正式名称は介護支援専門員
と言います。
介護保険制度に規定された専門職であり、簡単に説明する時には「介護の相談
の係です」と伝えることもありますが、介護保険の認定を受けた方が必要な支援
を受けることができるように、ケアプラン（サービス計画書）の作成や、サービス
事業者との調整を行うなどの役割を担っています。
現在、社会福祉協議会を含め武豊町内には25名を超えるケアマネがおり、介護が必要になっても住み慣れ
た地域で暮らしていけるよう住民の皆様の生活を支えています。
身体状況以外にも、楽しみにしていることなど、できるだけ多くの情報を伝えることがケアマネとの信頼関
係を作るコツであり、最善のケアプランの提案につながります。
定期的に自宅に訪問していますので、
（介護保険以外の）家族の困りごとや誰に相談していいのか分からな
いようなことを聞いてもらうこともできます。すぐには解決しないかもしれませんが、話をすることで気持ち
が楽になるかもしれません。また、必要に応じて適切な機関につなげていきます。
厳格な守秘義務がありますので、安心して何でも話して下さいね。
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地域包括支援センターコーナー

みんなで声をかけあって、熱中症を防ごう！
コロナ禍だからこそ、熱中症のリスクが高まっています！
朝、起きて
寝る前に
すぐ
暑い夏がやってきました。コロナ禍をマスクで過ごす２度目の夏・
・
・
「暑い！息苦しい！
だけどマスク取れない・
・」どんなに暑くても人の目が気になりマスクをとりづらいとい お風呂の
朝食時
う人も多いのではないでしょうか。
前と後
コップ1杯
特に水分補給は、マスクをとらなければならないため我慢してしまいがちです。
夕食時
午前10時頃
今回は特に「水分補給」の対策について皆さんに知っていただき、みんなで声をか
昼食時
け合い、予防していきましょう。
午後
3時頃

のどが渇いていなくても1日1.2リットル以上の水分をとる
のどが渇いていない状態でも「飲む量」と「飲むタイミング」を決めて水分をとれば、
熱中症予防に効果的です。※お味噌汁等食事からの水分を含みます。
朝1.2リットル以上の水分を用意して、

ポイント 夜には飲み終わるようにすると、必要
1
な水分を忘れずとることができます。

注意！
！
外出や運動をしたときなどは
もっと水分をとりましょう！
塩分も同時にとれる
スポーツドリンクがおすすめです。

マスクをしていると、のどの渇きを感じに

ポイント くくなります。「1時間ごとにコップ1杯の
2
水を飲む」と決めて水分をとりましょう！

包括職員の体験談
令和3年6月中旬頃、一人暮らしの男性のお宅に訪問しました。
玄関に出てきてくれた男性は「長袖・長ズボン」でした。まだそんなに暑い日ではありま
せんでしたが、窓も雨戸も締め切っており、エアコンも使用していないため、部屋の中はか
なり蒸し暑かったです。
「暑くないですか？」と聞くと「寒いくらい」と言われます。でも背中
に触れると少し汗ばんでいました。熱中症についてお話をすると「自分は大丈夫！」と何度
も言われます。でも、部屋を拝見しても、水分がとられていない様子でした。本人の手の届
きやすい場所に飲み物を置いて帰りました。
２日後、再度男性のお宅に訪問しました。前回
同様にすべて締め切っていました。玄関の鍵は開いていたので、声をかけてましたが男性
は出てきません。奥から、か細い声が聞こえたため入らせていただくと、ベッドで寝ていま
した。真冬の布団と毛布に包まって・
・。置いておいた飲み物もほとんど手をつけていません
でした。すぐに119番に連絡し、病院に運ばれましたが「脱水」で入院となりました。

寄付御礼

自分は大丈夫と過信せず、
「エアコン
の使用」
「水分補給」を心がけてくだ
さい。そして友人・知人と、
「元気？」
「水
分とってる？」など、お互いの健康状態
を気づかい、
声をかけ合い、
支え合いましょう！

（令和3年5月19日〜令和3年7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。

寄

付

者

うがい薬、マスク、柔軟剤、
おもち、めん類、カップ麺、
お菓子、調味料、じゃがいも、
玄米60ｋｇ、お粥(レトルト)、
日用品、栄養補助食品

匿名（9件）

(株)GU・RADO

清涼飲料水

武豊太極拳同好会
清宵会
あいち知多農業協同組合
武豊事業部 武豊支店
AGC株式会社

愛知工場

茶谷カンナ
株式会社エイゼン
鈴木正志
日本ルーブリゾール株式会社
衣浦事業所
大橋幸雄
ご寄付いただいた食料品などの一部
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寄 付 金 ・ 寄 贈 品

缶詰、調味料、お菓子、
めん類、タオル
知多米 あいちのかおり100㎏
非常食（米、水、お菓子）
野菜ジュース
非常食（アルファ米）50個
扇風機
非常食（ビスコ）
野菜

朝岡喜代治

20,000円

匿名 (3件)

120,090円

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

町内に在住の方

貸出期間

１５日以内

保 証 金

１,０００円

詳細はこちら

※保証金は返却の際に
全額返金

福祉車両の貸出し
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

手続方法

貸出期間

原則1日

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

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。

貸出車両

スズキ エブリィ

対

象

※旅行の場合は３日以内で貸出可能です。

返却をしてください。

詳細はこちら

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）

8月

AUGUST

3日 富貴サロン
8日

9月

おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
防災ボランティアフォローアップ講座

9日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」
（23日）

10日

緑丘小学校福祉実践教室
富貴サロン
リフレッシュカフェ
武豊小学校福祉実践教室

12日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
13日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」
（27日）
ここちゃんサポート相談
14日 （ひきこもり・不登校の専門相談）
（28日）
東大高サロン

東大高サロン
12日 玉貫サロン

15日 竜宮サロン

13日 リフレッシュカフェ

16日 馬場サロン

17日 大足サロン
18日 竜宮サロン
19日 馬場サロン
20日 中山サロン

SEPTEMBER

9日 玉貫サロン

ここちゃんサポート相談
10日 （ひきこもり・不登校の専門相談）
（24日）

2021

４日 福祉映画会「最高の人生の見つけ方」
7日

2021

意

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。

（2台） （車いす利用者、運転手含め最大4名乗車）

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

注

17日 中山サロン
18日 ひきこもり・不登校の居場所開所
20日 北山サロン
21日 大足サロン・小迎サロン
理事会
上ケ・市場サロン

21日 ひきこもり・不登校の居場所開所

22日

22日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」

24日 みどりサロン

25日 上ケ・市場サロン

25日 パソコン要約筆記ボランティア養成講座(入門編)

27日 みどりサロン

28日 5町グラウンドゴルフ大会（予備日29日）
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武豊社協ヘルパーステーションだより
僕も作ってます！

しっかり食べて夏を乗り切る！
ヘルパーおすすめの時短レシピ ｖｏ
ｌ.1

社協
森下ヘルパー

暑い日が続きますが、皆さん元気にお過ごしですか？暑いと食欲が落ちがち。つるっと口あた
りの良い食材（豆腐、うどんなど）
や、ネバネバやとろみのある食材（オクラ、とろろなど）
を使えば、
食欲が湧いてきたり食べやすくなったりします。栄養をつけてこの夏を乗り切りましょう！

☆甘だれうどん☆
≪材料（1人分）
≫
冷凍うどん ……………… １玉
オクラ …………………… ３本
鳥ひき肉…………………100ｇ
甘辛だれ
しょうゆ ……………大さじ１
みりん ………………大さじ１
片栗粉 ………… 大さじ1/2
花かつお………………… 少々

☆長いもバター☆
≪材料（1人分）
≫
長芋 ……………………100ｇ
バター……………………… 5ｇ
オリーブオイル ………… 少々

（サラダ油も可）

しょうゆ ………… 小さじ1/2
花かつお………………… 少々

10

分

≪作り方≫
①オクラを小口切りに切る。
ひき肉はパックのまま甘辛たれの材料を混ぜる
②皿にうどんを入れオクラを乗せ、ひき肉をちらしラッ
プをふんわりかける。
③600Ｗの電子レンジで７分チンして、花かつおをかけ
たら出来上がり！フライパンで炒めて焼うどんにして
もおいしいです！

5分
≪作り方≫
①長芋は大きめの短冊切りにする。
②耐熱の器にバター、オリーブオイル、しょうゆをすべ
て入れてさっと混ぜ合わせる。
③ふんわりとラップをかけ、600Ｗの電子レンジで２分
チンする。
④花かつおをかけて出来上がり！

地域の健康づくりを応援します！
令和 3 年度

こ こ ち ゃ ん 健 康 づ くり 応 援 事 業 補 助 金 の ご 案 内

武豊町社会福祉協議会では、町民の皆様が地域で気軽にラジオ体操
等の健康づくり始められ、また継続できるよう、団体に対して補助金
を支給しています。

補助金額

1団体あたり年5,000円を上限

※令和3年度の補助金対象は先着12団体となります。
※対象となる経費は、CDラジカセ、乾電池等活動に必要な消耗品、
参加賞等補助対象事業に直接必要な経費に限られます。
【要件】下記①〜⑤の要件を全て満たすことが必要です。
①1 週間あたり 1 回以上開催していること。
②1 回の開催につき 5 名以上の参加が見込まれること。
③会費が無料であること。
④年間の事業実績報告、事業収支決算書を本会に提出すること。
⑤他から補助金を支給されていないこと。

申込み
問合せ先
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武豊町社会福祉協議会
TEL：73-3104

E-mail : info@taketoyo-shakyo.com

