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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車いす・福祉車両を貸し出しています！
こんなことで困っていませんか？
・ 事故等でケガをしてしまい、一時的に車いすが必要になった
・ ワクチン接種で高齢の家族を病院へ送迎はできるけれど、車いすごと乗る車がない
・ 歩行の心配な家族と一緒に旅行を考えているけれど、車いすと車を借りたい
武豊町社会福祉協議会では、

町民の皆様方から頂いた社会福祉協議会の会費やその他の寄付をもとに、
①「車いす」 ②車いすに乗ったまま乗降できる「スロープ付福祉車両（軽自動車）」をお貸ししています。

※車いす・スロープ付福祉車両の貸出しには、申請書等が必要です。詳細については、社会福祉協議会に
お問い合わせください。

①車いすの貸出し
対

象

町内にお住まいで社会参加や通院等で車いすを必要とする方
(※病院入院中・施設入所中は貸出できません)

利 用 料

無料
※ただし、保証金として1,000円をお預かりします。
保証金は車いす返却時にお返しします。

貸出期間

貸出日を含め15日以内
※社会福祉協議会の会員様であれば、
条件付きで最大2ヵ月まで延長可

車いす
(介助用)

②スロープ付福祉車両の貸出し
対

象

詳細はこちら

町内にお住まいで車いすを利用する方及び介助される方

貸出期間

原則1日
※旅行の場合は3日以内で貸出可能

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お願いします。

貸出車両

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)

手続き
方 法
注

意

車いす
(自走用)

詳細はこちら

エブリィの使い方
提供元
福祉車両 ヤマシタオートさん

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ヵ月前の同日から可能です。
スペーシアの使い方

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。

提供元
福祉車両 ヤマシタオートさん

窓口業務の一部の受付時間変更のお知らせ
９月１日より、水曜日の窓口業務の一部の受付時間を以下のように変更しました。
詳細についてはお問い合わせください。
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変 更 前

変 更 後

午前８時３０分〜午後５時１５分

毎週水曜日のみ
午前８時３０分〜午後７時１５分
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※他の曜日は午前８時３０分〜午後５時
１５分となります。
（土日祝日を除く）
※金銭の授受を伴うことなど一部対応
できないこともあります。

夏休みを使って福祉体験
令和3年度 青少年等サマーボランティアスクール
武豊町社会福祉協議会では、青少年の福祉意識を高めるため、毎年、夏休み期間を利用し、町内の中学生・高校生
等を対象に「青少年等サマーボランティアスクール」(通称・サマボラ)を実施しています。
今年度は、新型コロナウイルスの影響もあり、高校生・大学生を対象に、
「ボランティア体験を通して福祉への意識・
福祉に関する課題に気づくこと、地域の方とかかわることで地域の一員としての自覚を持つきっかけとなること」を
目的に企画をしました。
最初は戸惑っていた参加者も、しだいに地域の方や保育園の園児と打ち解けて、活動している姿が、たくさん見ら
れました。
今回のサマボラにて、ご協力いただいた町内の施設・事業所におかれましては、このような状況下でも参加者を受
け入れていただき、心より感謝を申し上げます。

〜体験された参加者より〜【体験施設：保育園 参加者：高校3年生】
私は今回、サマーボランティアに参加して学んだことは、自分から園児に
話しかけに行くことで心を開いてくれるということです。園児は人見知り
する子や元気に来てくれる子など一人一人、顔を見てこちらから話すこと
で心を開いてくれました。
なかなか、心を開いてくれない子も時間はかかるかもしれないけど、お
昼頃からみんな話しかけてくれるようになりました。
今回、体験で学んだことは「①自分から行動する」
「②楽しそうなところ
を見せる」の2つのことを今後、進学して保育実習をするときに活かしてい
きたいと思いました。
保育園の先生方がとても優しくしてくださり、園児へのかかわり方も一
つ一つ分かりやすく詳しく教えていただきました。私もこんな素敵な先生
になりたいです。

保育園で園児との交流

○ご協力いただいた町内の施設・事業所（順不同）
武豊町１０保育園・北部子育て支援センター・南部子育て支援センター
ＮＰＯ法人ほがらか企画・ＮＰＯ法人友遊舎（Ｈｏ
ｌＤ ＨａｎＤｓ）
・ＮＰＯ法人ほっとスマイル
武豊町多賀授産所・自助具たけとよ・防災福祉探検隊 実行委員会・武豊社協配食ボランティア
武豊町憩いのサロンボランティア（大足サロン・上ケサロン・みどりサロン）

身体に障がいのある人が活躍できる場
〜「身体障害者福祉協議会」〜
武豊町身体障害者福祉協議会は、昭和28年4月に町内の身体に障がいのある
人達の活動の場や会員の相互の親睦の場として設立され、現在は６６名（令和３
年４月現在）の会員が在籍しています。
同会は武豊町の障害者福祉向上のため、町の障がいに関する計画策定にも
関わっています。
また、日常的な活動では、武豊町役場駐車場と長尾山駐車場の管理運営業務
を武豊町から委託されています。
現在は新型コロナウィルスの影響で開催ができていませんが、毎年開催され
ていた産業まつりやふるさとまつりでは金魚すくいなどを出店し、子ども達を中
心に、毎回とてもにぎわっています。
同会では、このような活動を行うことで、社会参加や地域への福祉の啓発や
推進も行っています。また、定期的にグランドゴルフ大会やレクリエーションを開
催し、会員同士の親睦を深めたり、活動の幅を広げるための研修会を行ってい
ます。
身体障害者福祉手帳をお持ちで、活動に興味がある方の新規会員の募集をし
ていますので、事務局の武豊町社会福祉協議会へご連絡ください。

産業まつりで金魚すくいの出店

役場駐車場の管理運営

たけとよ の ふくし
第158号 令和3年10月1日号

3

武豊町共同募金委員会からのお願い
赤い羽根共同募金運動は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2年度､皆さまからお寄せいただきました共同募金は､計4,933,630円でした。そのうち約84%の
4,121,630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､
今年度の高齢者､障がい者､子どもたちなど､町内の地域福祉活動の事業を実施しています｡
共同募金の多くは､住民の皆さまからいただいている｢戸別募金｣となります｡ その他にも募金をしていた
だける方法として､法人事業所様からいただく法人募金や､学校内で呼びかけをしていただく学校募金など
があり､年間を通じて募金ができる｢募金付き自動販売機｣や｢店舗に設置した募金箱｣もあります｡
今年も赤い羽根共同募金にご協力をお願いします｡

募金ができる自動販売機設置のご案内
飲み物を購入すると、その売り上げの一部が共同募金に寄付されます。
〇武豊町総合体育館

〇武豊町運動公園

〇まちの駅「味の蔵たけとよ」

〇武豊中央公園

〇高齢者交流センター
赤い羽根共同募金のホームページ や右のコードからも寄付できます。
https://www.akaihane.or.jp または「赤い羽根共同募金」で検索してください。
いつでも、どこでも、あなたの希望にあった寄付ができます。
赤い羽根共同募金は、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。

〜あなたの 1 票が優秀作品を決める〜
赤い羽根共同募金
協賛児童生徒作品コンクール優秀作品選考会を行いました
令和3年9月7日（火）〜9月12日（日）､町内の小中学校を通
じて応募いただいた中から､ポスターおよび書道各10点を武
豊町立図書館に展示し､町民の皆さんに心にグッときた作品
を選んでいただきました｡
令和3年9月30日（木）〜令和3年10月15日（金）の期間中､
優秀作品を武豊町立図書館に展示しますので､ぜひ足をお運
びください｡
お問い合わせ
武豊町共同募金委員会（武豊町社会福祉協議会内）
電話：０５６９−７３−３１０４
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思い想いの時間を過ごせる場所
リフレッシュカフェ
リフレッシュカフェとは「だれもが同じ立場
で同じような悩みごとを抱えた人や家族の
方々が安心して集まれて、お話しや相談をし
合うことで、心がリフレッシュできる場所があ
ればいいな」という思いから、誕生しました。
リフレッシュカフェのスタッフはボランティア
や地域の事業所の職員、武豊町社会福祉協議
会の職員で運営しています。
来場された方はスタッフとの会話を楽しみに
されている方や、悩み事を聞いてほしい方な

団らんの様子（コロナ前）

ど多くの方にご利用いただいています。障害
者の巡回相談の場も兼ねており、リラックスした雰囲気の中で相談できます。また専門職のスタッフ
も常駐していますので、気軽に悩み事や困りごとを相談することができます。
ちょっと心をリフレッシュしたい方、お話をしたい方、興味を持っていただいた方、困りごとを話し
たい方などは、ぜひ一度、お越しください。
【開催日】毎月第２金曜日１０時〜１２時

武豊町中央公民館

武豊町社会福祉協議会

参加費１００円

顕彰式

地域福祉のために多額の寄付をされた方や多年に
わたりボランティア活動を行ってきた方々に、令和３年
７月１１日
（日）思いやりセンター２階で顕彰式を開催し、
感謝状が贈呈されました。
顕彰を受けられた方は以下のとおりです。
（順不同・敬称略）
・伊佐治信子

・鵜 飼 裕 司

・橋 口 広 一

・佐 竹 雅 雄

・野々山良夫

・宮 崎 文 夫

・山田ミギハ

・大 石 靖 彦

・武豊町身体障害者福祉協議会 ・武豊町食育健康づくりグループ ・愛ディアプロジェクト
・衣小「じじ」
「ばば」の会 ・半田遊技業組合 ・ボランティアサークル ひだまり ・日油（株）愛知事業所
・MEGAドン・キホーテ UNY 武豊店

・AGC 労働組合愛知支部

・ゆめすけ ・武豊町更生保護女性会 ・カラオケ喫茶演歌ごころ

・一般財団法人

荒川磯慈善会

・
（有）丸満

・武豊町民ふれあいチャリティーゴルフ大会実行委員会
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フランス発祥の生涯スポーツで健康づくり！

地域の

宝物紹介
第十八回

「ペタンク」で仲間と楽しく競う
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。

鹿狩池公園では武豊町ペタンク同好会の10人が会話をしながらペタン
クで体も頭も使い、楽しんでいます。
ペタンクは、フランス発祥の、年齢や性別を超え、だれでも楽しめるス
ポーツです。また、特に広い場所も必要なく、気軽にプレーできます。ルー
ルはパラリンピックで話題になったボッチャに似ています。ペタンクでは、
ビュットという目標球に金属製のボールを投げ合って相手のボールより近
づけることで得点を争います。
なか づ る
同メンバーの中水流やち子さん（71）は「ペタンクは、ルールも分かり
やすく、誰でも入りやすいスポーツだが、やってみると戦略性など奥が深
い。今後も生涯スポーツとして続けていきたい」と話してくれました。会
長の木村さかゑさん（76）は「ビュット（目標球）に球が近づけることがで
きると、ガッツポーズが出るほどうれしい。また、プレイ中に仲間と会話す
ることも楽しみにしている。興味のある人は気軽に見に来てほしい」と思
いを話してくれました。
武豊町ペタンク同好会

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。

・開催日時：
毎月第１・３木曜日
午前９時〜正午
毎月第２・４・５木曜日 午後１時〜午後４時
・場所：鹿狩池公園（平井１丁目５９−２）

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

コーナー
地域包括支援センター

※その他、六貫山ちびっこ広場でも定期開催あり

・会費：年間１，
０００円

介護者のつどい参加者募集

「介護者のつどい」では、認知症介護についての疑問やお悩みに、動画（国立長寿医療センターの医師による
アドバイスと、日々認知症介護に励む家族宅を取材したもの）を視聴し、「認知症の人やその家族が穏やかに過
ごせるヒント」について学びます。
○日
程 下記のとおり
○定
員 ２５人 ※定員になり次第締め切り
○ 参 加 費 １００円（茶菓子代として）
○ 申込期間 令和３年９月１５日（水）から申込開始
○ 対 象 者 介護を実際にしている人・以前介護をしていた人

開催日

令和 3 年 １０月１３日（水）

会

武豊町思いやりセンター 2 階 会議室
住所：武豊町字長尾山 2 番地 役場敷地内

場

１３：１０〜 受付開始
１３：３０〜 開始、ごあいさつ
１３：３５〜 『認知症キャンペーン
日
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程

１４：２５〜
１４：３５〜
１４：５５〜
１５：００〜
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家族の悩みに答えます

のＤＶＤ視聴
ＤＶＤ終了、休憩
コミュニケーションタイム
アンケート記入等
終了

○申込先

●字幕付き』

武豊町地域包括支援センター

電話番号：0569−74−3305

※月曜日〜金曜日 9：00 〜 17：00
（土日・祝日はお休み）
※当日はマスクを着用してください。また、発熱や風邪症状が
ある場合は参加をご遠慮ください

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

10 月

2021 October

１日 赤い羽根共同募金運動（〜３／３１）
２日 パソコン要約筆記講座（９・１６・２３・３０日）
４日 下門八幡さわやかサロン

11 月
１日

2021 November

おもちゃ工房（１５日）
下門八幡さわやかサロン

２日 富貴サロン

５日 富貴サロン

４日 ほっとＣａｆé（１１・１８・２５日）

７日 ほっとＣａｆé（１４日・２１日・２８日）

６日

８日 リフレッシュカフェ
１０日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ケ）
１１日 いこいこ笠松（おとなりカフェ笠松）
（２５日）
東大高サロン
１２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）
（２６日）
13日 介護者のつどい
１５日 中山ふれあいサロン
１６日 ひきこもり・不登校の居場所
１８日 北山サロン
１９日 大足サロン・小迎サロン
２０日 竜宮サロン
２１日 馬場サロン
よし子さん家（おとなりカフェ玉西）
２４日 身体障害者福祉協議会
秋のレクリエーション
２５日 介護予防教室（いきいき元気教室）
２７日 上ケいきいきサロン・市場神宮きらくサロン

２日

生活支援ボランティア交流会
ほっとＣａｆé（９・１６・２３日）

５日

母子福祉会
（ひとり親家庭応援 食料・生活必需品配布）

７日 富貴サロン

いこいこ笠松
８日
（おとなりカフェ笠松）
（２２日）
東大高サロン
９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）
（１６日）
１１日 玉貫サロン

９日 玉貫サロン
１０日 リフレッシュカフェ
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）

１４日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ヶ）

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）
（２１日）
東大高サロン

１５日 北山サロン

１５日 竜宮サロン

１６日 大足サロン・小迎サロン

１６日 馬場サロン

竜宮サロン
１７日
介護予防教室（いきいき元気教室）

１７日 中山ふれあいサロン・みどりサロン

１８日 馬場サロン

２０日 北山サロン

１９日 中山ふれあいサロン

２２日 みどりサロン

2021 December

６日 下門八幡さわやかサロン

ボランティア塾（２７日）
パソコン要約筆記講座

１２日 リフレッシュカフェ

１４日 玉貫サロン

12 月

２１日 大足サロン・小迎サロン

２０日 ひきこもり・不登校の居場所
２４日

１８日 ひきこもり・不登校の居場所

２２日

上ケいきいきサロン・
市場神宮きらくサロン

上ケいきいきサロン・
市場神宮きらくサロン

２６日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）

２６日 みどりサロン
２８日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）

＜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。

寄 付 御 礼 （令和３年７月19日〜９月13日）

ご寄付いただいた食料品などの一部

寄

付

者（敬称略）

お菓子

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。

米300ｋｇ

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

３３０，
４８０円
飲料・レトルト食品・衣類・お米・調味料・オムツ
匿名（9件）
缶詰・シャワーチェア・浴槽台・お菓子 等
玄米（３０ｋｇ）
・下着
林 慶見
特定非営利活動法人フードバンク愛知 米３００ｋｇ
アルファ米100食・缶入りパン48缶
岩部建設（株）
アルファ米100食・白がゆ3袋
株式会社エイゼン
切手・ベルマーク・ペットボトルキャップ
知多東理美容組合
匿名（１件）

米 ｋｇ

30

〜福祉映画会の延期のお知らせ〜
9月4日(土) 福祉映画会「最高の人生の見つけ方」を開催予定でしたが

令和4年1月22日(土)へ延期となりました。

【詳細については、下記の内容をご確認ください】
○会場・上映時間について 変更はありません
○座席について
変更はありません

○持ち物について ①現在お持ちの整理券か
②後日送付したハガキのどちらかをお持ちください。

問合せ：社会福祉協議会 TEL 73-3104

たけとよ の ふくし
第158号 令和3年10月1日号

7

武豊町社会福祉協議会 ボランティア体験講座

ボランティア塾

受講 無料
定員 15名

受講生
大募集！

対

こんな方にオススメ

象

武豊町在住・在勤の方
※原則3回とも受講できる方

●ボランティアをしてみたいが、どうしたらよいか分からない

受付開始日

●ボランティアを通じて地域や人とつながりを作りたい
●ボランティアは行っているが、他のボランティア活動も体験したい

10月5日
（火）

第１回

●日時 １１月６日
（土） １０：００〜１２：００
●場所 思いやりセンター２階（役場敷地内）
●内容 元気が出るオカリナボランティアのコンサート
講話：ボランティアの楽しみ方（元日本福祉大学准教授 木全克己 氏）
先輩ボランティアの体験談（きっかけは？やりがいは？）

第 2回

●日程 １１月８日
（月）〜１１月２６日
（金）
●内容 上記日程にて町内で行われる以下のボランティア活動の中から
１か所以上を選んで見学・体験 ※日時・場所は選択した活動により異なります。
見学・体験先 配食サービス、憩いのサロン、絵本の読み聞かせ、そば打ち

（予定）

第 3回

日常生活のちょっとした困りごとのお手伝い「草取り・掃除など」
おもちゃの修理、 障がいの方との交流を通じた啓発
聴覚障がいの方へのパソコン要約筆記、観光ガイド
ボランティア団体詳細

●日時 １１月２７日
（土） １０：００〜１２：００
●場所 思いやりセンター２階（役場敷地内）
●内容 ボランティア見学・体験の発表
今後の活動について、コーヒー付き座談会
※コーヒーボランティアさんが淹れる美味しい本格コーヒー

主催・申込先

武豊町社会福祉協議会

TEL : 73-3104 E-mail : info@taketoyo-shakyo.com
申込方法 ： 電話 ・ メール ・ 申込フォーム(右）

※新型コロナウィルス感染症などの状況により中止・延期・変更となる場合があります。

T a g a

A r t

F e s t i v a l

たが芸術祭を開催します。「この日多賀授産所は美術館になります。」
日 時

令和３年１１月２１日
（日）９時３０分〜１２時

会 場

多賀授産所

利用者が創作活動などで製作した作品を、授産所内に展示します。個性豊かな作品
をご覧ください。また、当日は授産製品販売も行います。
ご来場お待ちしております。
※当日は、マスク着用でお願いします。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入場制限を
させていただく場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、イベント開催を中止させていただく場合があります。

（問合せ：多賀授産所
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たけとよ の ふくし
第158号 令和3年10月1日号

TEL 73-5821）

申込フォーム

2 0 2 1

