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  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
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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

10月21日に行われた
「武豊小学校福祉実践教室」
の様子

武豊町
社協HP

今月の表紙

教えて弁護士さん！Ｑ＆A
～知っておきたい相続のこと～

「劇場版呪術廻戦 ０」× 赤い羽根共同募金

たくさんの手作り雑巾と清拭用タオルありがとうございます！

寒さに負けない健康づくり
～冬こそラジオ体操をしよう！～

「買う前に楽しくわかるスマホ体験教室」のご案内

介護者のつどいに参加しませんか？
～次回のテーマは「介護者のための腰痛予防とリフレッシュヨガ」



◆支え合い体制づくり事業
・おとなりカフェ
気軽に集まり情報交換ができる異世代交流の場づくりで、
現在３か所で開催しています。
★おとなりカフェ富貴笠松（いこいこ笠松）
★おとなりカフェ上ケ（おいでぁ三井家）
★おとなりカフェ玉貫西（よし子さん家）

◆当事者等支援事業
・リフレッシュカフェ
悩み事のある人や当事者の家族が安心して集い、情報を得たり、
リフレッシュできる場を提供しています。
　　  ：毎月第2金曜日（変更有）  午前10時15分～午前12時30分
　　  ：中央公民館

・ひきこもり・不登校を考える講座
ひきこもりで悩む本人や家族が相談につながる機会とす
ることや、ひきこもりや不登校問題について正しい理解
を深めるために開催しています。
　　  ：年１回（2月） 　　　：中央公民館

◆福祉教育推進事業
・福祉映画会
「ふだんのくらしのしあわせ」のために、町民の方々が福
祉に興味をもつ機会として実施しています。
　　  ：年１回    　　  ：中央公民館
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　輝かしく希望に満ちた、令和４年の新春を迎えるにあたり、謹んで新年のお慶びを
申し上げます。また、皆さまには社会福祉協議会の事業全般にわたり、格別のご支
援とご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
　ご承知のように、社会福祉はすべての人々が社会的に自律し、家族や地域社会の
一員として、充実した生活が送れるようにすることが基本であり、みんなで考え、話
し合い協力して築き上げることだと思います。
　障害があっても、高齢者になっても、どんな状況にあっても「住み慣れた町で自分
らしく、安心して暮らす」ことが、私たちの共通の願いではないでしょうか。すべて
の人が家族や地域の人々、友人などと関りを持ちながら、互いに助けたり、助けられ
たりし地域の住民として、一員として「ふだんの暮らし」を安心して過ごせるような
まちづくりが社会福祉であると考えます。
　私たち職員一人ひとりが、社会福祉協議会の性格や使命を再認識し、自覚と責任
ある行動をとることを念頭に、努力してまいりますので、なお一層の、ご支援とご協
力をお願い申し上げます。

　昨年の１０月１日から実施しています赤い羽根共同募
金運動は、みなさまの温かいご支援ご協力により、こ
れまで多くの募金をいただきました。
この運動によりお寄せいただきました募金は、武豊町
を良くする活動（福祉映画会・ひきこもり講座・ジュ
ニアリーダーの育成・生活支援ボランティア・福祉教
育など）に役立てられます。
　募金活動にご協力いただきましたみなさまに、厚く
お礼申しあげます。
　赤い羽根共同募金は、３月３１日まで募金運動を行っ
ていますので、引き続きご協力をお願いします。

●赤い羽根共同募金内訳

募金種別 募金額（円） 実 施 内 容
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
そ の 他
合 　 　 計

4,123,531
23,695
354,100
52,853
25,730
136,301
4,716,210

戸別世帯を対象とした封筒募金
町内スーパーマーケットにて
会社・事業所
小中学校・高等学校
役場関係施設
団体募金・窓口募金　等

武豊町社会福祉協議会
会  長  中川美知夫

年 頭 の ご あ い さ つ

赤い羽根共同募金のご報告赤い羽根共同募金のご報告
令和３年12月13日現在

赤い羽根共同募金の使いみち
 （一部事業を紹介）

リフレッシュカフェおとなりカフェ上ケ
（おいでぁ三井家）

スマホ教室

日時
場所

実施 場所

実施 場所

◆ボランティア体験講座
・ボランティア塾
・大学生が教えるスマホ教室
日常生活に関わることや、ボランティア活動に役立つ
講座を実施しています。

◆生活支援サービス事業
・たけとよくらし応援隊
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、日常生活の
「ちょっとした困りごと」を住民同士で助け合います。
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（順不同）（令和３年12月３日現在）赤い羽根共同募金　法人寄付者のご報告
ＡＧＣ株式会社  愛知工場　
株式会社田代鉄工所愛知事業所
株式会社ツジタ
寿産業株式会社  武豊工場
有限会社山下組
有限会社船戸工務店
有限会社知多エッグ
叶技研株式会社
株式会社シンヨー
喜福
ながしま歯科
杉江製陶株式会社
山下養鶏場有限会社
山新青果
新大和興運株式会社
大基業
三井商店有限会社
武豊産業有限会社
茶谷事務所
有限会社西上建業
中杉運輸有限会社
アイカワエステート株式会社
株式会社チタツー
株式会社名古屋銀行  武豊支店
有限会社五常相建
名古屋トヨペット株式会社  武豊店
カーステージ
長与工業株式会社
株式会社タケウチ金型
サガミ　武豊店
すずのき歯科医院
株式会社花森鉄工
村上工業有限会社
カネ新商店有限会社
あおい美容室
武豊運輸合資会社
有限会社鍛冶正工業所
敷島屋合資会社
半田信用金庫  武豊支店
なちゅらる武豊
長尾部区長会
定ひろ
よしむらストアー
株式会社大幾組
メンズヘアＴＡＫＡＮＥ
平川工業株式会社
東海工業株式会社
株式会社由村製材所
合名会社中定商店
合資会社たからガレージ
丸藤シートパイル株式会社
山田機工有限会社
株式会社丸一精肉店
株式会社ＮＩＴＯＬＥＸ
株式会社タガヤハロー武豊
中川歯科

つや子バレエ教室
衣ケ浦綿糸株式会社
石川建設株式会社
あだち歯科医院
イナバ洋品店
朝日新聞サービスアンカーASA武豊
知多信用金庫  武豊支店
合資会社久田硝子店
株式会社中本屋
有限会社武豊メガネ
芳味寿司
株式会社エイゼン
天木石油店有限会社
有限会社丸ヨ青木商店
向陽薬局
歯科松本デンタルアート
タケトヨ接骨院
株式会社スタジオブレ
有限会社山幸鉄工
ナカムラ電化
株式会社先端介護創世社
有限会社  中六
大矢モータース
有限会社魚勝
北京
サロンドビューティマミ
原田富士コンクリート工業所
サワダ工業株式会社
株式会社飯田石油店
丸半運輸株式会社
ローソン  武豊インター西店
トラストワン
株式会社河崎海事
三星海運株式会社  武豊営業所
半田港運株式会社  武豊支店
カクトウ醸造　
武豊ガス有限会社
株式会社丸又商店
医療法人梅原歯科
有限会社茂美山商店　
山喜化成合資会社
伊藤商店合名会社　
南蔵商店
泉万醸造株式会社
理容プラージュ武豊里中店
ひかり接骨院
トラットリア ラ ルーチェ
中山名古屋共同発電株式会社
石金石材店
株式会社武豊鉄工所
株式会社タニシ
有限会社フクイフォトスタジオ
有限会社平川ファミリーマート店
知多物産株式会社
石惣石材
豊年

花井自動車整備工場
とみ歯科クリニック
大屋敷薬局
三浦管工
写真の丸岡タック店
ゆたか寿し
フジプレコン株式会社
ナカノ住宅土地株式会社　
有限会社北沢園芸
株式会社  中野工務店
青木自動車工業所
株式会社新和
由良アイテック株式会社
東海無線研究所株式会社
ビューテック株式会社  知多事業所
衣浦興産株式会社
衣浦工業ガス株式会社
東洋印刷株式会社
豊緑　
岸岡酒店
有限会社カネヨシ
株式会社武豊重機
正起金属加工株式会社  名古屋工場
株式会社竹内鉄工所
株式会社丹羽金鉄工所
ニッタイ工業株式会社  冨貴工場
株式会社コデラダイナックス  武豊工場
中部高周波工業株式会社
有限会社飯室商店  冨貴工場
栄光建設株式会社
東洋織布株式会社
株式会社森義工務店
千代田合成株式会社  武豊工場
東海樹脂工業株式会社
合資会社森田商店
有限会社榊原建材
有限会社山川新聞店
ふき歯科クリニック
知多カントリークラブ
株式会社森田商店
坂田ブルドーザー有限会社
株式会社トヨダヤ
有限会社ごとう
有限会社波多野加工所
冨貴石油有限会社
知多設備株式会社
有限会社知多硝子建材
竹内自動車工業
松浦薬業株式会社  冨貴工場
富川建設株式会社
中本測量設計株式会社
榊原延幸事務所
日油株式会社愛知事業所
岩部建設株式会社
ユタカフーズ株式会社



　期日を決めることなく募集を続けてきましたが、皆さんの善
意でたくさん集まりました。今回は、武豊町の小中学校及び高
等学校、また児童館、中央公民館などの公共施設にも届けさせ
ていただきました。学校の先生方をはじめ皆様にとてもよろこ
んでいただきました。町内の施設で雑巾を必要とされる方は社
会福祉協議会までご連絡ください。
　現在も募集を続けていますので引き続きご協力お願いします。

4 たけとよのふくし
第159号  令和4年1月1日号

たくさんの手作り雑巾と清拭用タオルありがとうございます！！

　人が亡くなったときは財産が承継されます。誰がどのように承継
するかは、遺言書が残されていれば、原則として遺言書の内容に従
うことになり、遺言書がなければ法律の規定に従うことになります。
　法律の規定どおりでいいと考える場合は遺言を残すことは必須
ではありませんが、遺言を残しておいた方がいいケースがありま
す。それは夫婦に子ども（孫なども含めて）がおらず、故人の親もす
でに死亡していて、故人に兄弟姉妹がいるケースです。法律の規定
によると、この場合、故人の配偶者だけではなく、故人の兄弟姉妹
（兄弟姉妹が先に死亡しているときはその子。故人からみると甥や
姪）も相続人になります。
　残された主たる財産が自宅だけで預貯金があまりない場合は、兄弟姉妹に渡すために自宅を売却しな
ければならないケースも出てきます。自宅を売却せずに済んだとしても、老後のために蓄えた預貯金か
ら支払わなければならないことになります。このような事態は、自分が亡くなったときには全ての財産を
配偶者に相続させるという内容の遺言書を作成することによって回避できます。また遺言書がないと預
金の払戻や不動産の名義移転の手続の際に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となり、残された高
齢の配偶者がそれらの手続をしなければならなくなりますが、遺言書があれば、他の兄弟姉妹の実印や
印鑑証明書は不要で、手続はずっと楽になります。
　このような事例以外でも、例えば法定相続人以外の人に財産を渡したいと考えている場合も遺言書を
作成することが必要になります。すぐに遺言書を作るかどうかは別にして、気になっていることがある場
合は、法律の規定ではどうなるかということの確認を含めて、早めに相談されることをお勧めします。

矢野法律事務所　弁護士　矢野和雄

教えて弁護士さん！

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。

親が亡くなった際の相続や遺言について教えてください。

Q

Q

&A

A

～知っておきたい相続のこと～

引き続き募集中！
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　寒さが厳しくなってくると、体を動かす機会が少なくなりませんか？そんなとき誰でも手軽にできる運動が、ラジオ体操で
す。ラジオ体操は正しく行うと、肩、股関節をしっかりと使え、健康にとって大事な足腰の筋肉へ、まんべんなく刺激を与
える全身運動です。また肩こり、腰痛、猫背の解消などにもつながる
と言われています。
　町内では、現在以下の会場で朝のラジオ体操が実施されています。
一人では続けることが難しくても、仲間と一緒なら楽しく継続できるこ
ともあります。申込みは不要です。お気軽にご参加ください。

　地域包括支援センターでは年２回介護者のつどいを開催しています。昨年１０月は、
『認知症介護』をテーマにＤＶＤ鑑賞や交流会を実施しました。参加者の中には現在
仕事をされている方もみえ、日々目まぐるしく過ごす中で「介護者自身が抱え込まな
いことが大切」ということを学ぶ機会になったとお話されていました。１人で抱え込
まないためには、誰かに話すことが大切と言われています。家族、友人、職場の同僚、
ケアマネジャー、介護や障がい事業所スタッフと、人によって相手は異なりますが、
人とつながりを持ち、話しをすることで気持ちがスッと軽くなることがあります。
　介護者のつどいでは今後も介護の情報をお届けしながら、交流の場を提供してい
きます。

第十九回
宝物紹介

地域 の

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。

～冬こそラジオ体操をしよう！
寒さに負けない健康づくり

武豊町内のラジオ体操会場　

石川体操広場１ 石川ちびっこ広場
（石川１―１０６）

毎日（雨天除く）
午前７時３０分～午前７時５０分

ラジオ体操
ウォーキング

えがお２ 大足公民館駐車場
（里中７３）

５／週（雨天除く水・日以外）
午前８時３０分～午前８時４０分

ラジオ体操

鹿狩池体操会３ 鹿狩池公園グラウンド
（平井１－５９－２）

毎日（雨天除く）
午前６時３０分～午前７時

ラジオ体操
ストレッチ
ウォーキング

なかよし４
町営住宅広場Ａ棟前
（楠５－４０）

１／週（月）　
午前９時～午前９時１０分　　　　　　
※雨天の場合は火曜日、火曜日も
雨天の場合は水曜日まで順延

ラジオ体操

サンサンクラブ５ 富貴茶ノ木15辺り 毎日（雨天除く）
午前６時３０分～午前６時４０分 ラジオ体操

緑ご近所体操６
緑区区民館
（中根１―８－４）

毎日（雨天、正月除く）
午前６時３０分～午前６時４０分

ラジオ体操

※雨天の場合や季節によって、実施の有無や時間帯が変更される場合があります。
※この一覧は、武豊町社会福祉協議会が把握している場所です（令和３年１２月１日時点）。
　他にもラジオ体操を行っている会場がありましたら、下記まで情報をお寄せください。

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

名　　称 場　　　所 開 催日・時 間 内　　容

令和４年３月１５日（火）午後１時３０分から午後３時１５分ごろまで
思いやりセンター　２階
株式会社大理　柴原先生（理学療法士）

介護をしている人、
介護を経験していた人
１００円（お茶代）
令和４年１月１８日（火）午前９時から　
※定員２０名

武豊町地域包括支援センター　（担当者　西脇・竹内）
（電　話）0569-74-3305　（メール）houkatu@taketoyo-shakyo.com

介護者のつどい に参加しませんか？

日　 時
場　 所
講　 師

申込み・問合せ

対象者

参加費
申込み日

次回は『介護者のための腰痛予防とリフレッシュヨガ』などをテーマにお話していただきます。
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　「さくらんぼの会」は、視覚障がい者とガイドボランティアが集うサークルです。お互いの
理解と親睦を深める活動をしています。
　今年度は武豊から日間賀島に出かけることにしました。ウォーキングを中心に電車に乗るこ
と船に乗ること、知らない道を歩くこと、おしゃべりすること、食べること、ガイド方法を学
びながら楽しむ欲張りな企画です。一緒に出かけましょう！

令和４年２月２６日（土）  雨天時は３月５日（土）
午前９時　名鉄知多武豊駅　改札前
午後３時１５分頃
視覚障がい当事者、家族、福祉関係者、ガイドに関心をお持ちの方
（定員２０人）
２,０００円（交通費、保険代） ※別途昼食代が必要となります
電話：０７０－２６６９－０５９０（鈴木）
１月３１日（月）までにお申し込みください  ※参加にあたってガイドなどの支援が必要な方はお問合せ下さい

主催：視覚障害者ガイドボランティアさくらんぼの会　　後援：武豊町社会福祉協議会

早春の光と風の日間賀島を
見えない人も見えにくい人も 一緒に歩こう！

視覚障がい者ガイドボランティア体験会

日  　　　時
集  　　　合
解  　　　散
対  　　　象

参　加　費
申込み・問合せ

参加者
募集

武豊町社会福祉協議会　 安田・新美
T E L： 73-3104　　
Email ： info@taketoyo-shakyo.com

日　時

会　場

参加費

講　師

申込み

主　催
後　援
協　力

申込み
問合せ

静岡県出身。子ども時代は目立ちがり屋なのに内向的な性格で、プラモデルやマンガやゲーム
に夢中な少年だった。大学は受験票の行き違いで臨床心理学専攻へ入学。2001年より山梨県
の精神科で臨床心理士として働く。
山梨県と静岡市、名古屋市のスクールカウンセラーとして12年間活動する。
2018年より愛知学院大学特別講師として、公認心理師の養成に関わる。

ひきこもり・不登校を考える講座
支援者からの話を聞いてみませんか？
かけい臨床心理相談室　　　代表　掛井一徳 氏　【臨床心理士・公認心理師】

令和４年２月６日（日）　午前９時３０分～（受付９時１５分～）正午まで
武豊町中央公民館　２階視聴覚室
　オンライン（zoom）
無料 
 武豊町中央公民館の場合 ：必要ありません
 オンラインの場合 ： 必要　　
               申し込みフォームかメールにて申し込み（〆切　1月２４日〈月〉）

武豊町社会福祉協議会
武豊町・武豊町教育委員会
不登校やひきこもりがちな方、またその家族を応援する　朴の会

（令和４年２月２日頃に掲載予定）

申込フォーム

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、講座を中止する
場合があります。
　その場合は、武豊町社会福祉協議会のホームページにて中止の
お知らせを掲載します。

～プロフィール～
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武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

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
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
無料

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）
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。

対　　象
貸出期間

貸出上限
利 用 料

貸出車両

手続方法

注　　意

福 祉 車 両 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

貸出期間

保 証 金

町内に在住の方

１５日以内

１,０００円

車 い す の 貸 出 し

※保証金は返却
　の際に全額返金

（2台）

 ４日 憩いのサロン　富貴会場

 ９日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ケ）

 １０日 いこいこ笠松（おとなりカフェ富貴）（２４日）
  憩いのサロン　下門会場

  憩いのサロン　東大高会場
 １１日 ここちゃんサポート相談
  （不登校・ひきこもりの専門相談）（２5日）

 
１３日

 憩いのサロン　玉貫会場
  ほっとＣａｆé（２０日、２７日）

 １４日 リフレッシュカフェ

 １５日 不登校・ひきこもり居場所

 １７日 憩いのサロン　北山会場

 １８日
 憩いのサロン　大足会場

  憩いのサロン　小迎会場

 １９日 憩いのサロン　富貴市場会場

 ２０日 憩いのサロン　馬場会場

 ２１日
 憩いのサロン　中山会場

  憩いのサロン　緑会場

 ２２日 福祉映画会「最高の人生の見つけ方」

 ２３日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）

 ２６日 憩いのサロン　上ケ会場
  憩いのサロン　市場会場

 ２７日 いきいき元気教室「物忘れ予防食事編」

※ただし、消費した燃料を補充して
　返却をしてください。

ご寄付いただいた食料品などの一部

　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 寄 付 金 ・ 寄 贈 品

（令和３年９月１５日～令和３年１１月３０日）

寄付御礼

寄　付　者 寄 付 金 ・ 寄 贈 品

（敬称略）

匿名（１３件）

レトルト食品・カップ麺・
カレールー・切手・缶詰・軍手・
お米・衣類・のぼりポール・
土台・お菓子・離乳食・水
アルファ米・カップスープ・
カップスープ・トイレットペーパー・
ティッシュペーパー
やさいパン

武豊町身体障害者福祉協議会

小山裕三

近藤英男
演歌ごころ
朝岡喜代治
ポプラ会

う た

詳細はこちら

詳細はこちら

くじ引き景品セット
電動トリマー・
電動チェーンソー
キャリーバッグ
２７，２２５円
３０，０００円
１３，５９３円

7たけとよのふくし
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日  時

場  所

対  象

定  員

日　時
場　所
内　容

対　象

申込み

申込み
問合せ

申込み

問合せ

実際に
さわって体験

買う前に楽しくわかる スマホ体験教室
シニア向け体験講座

社会福祉協議会の窓口で、３００円以上
赤い羽根共同募金にご寄付いただいた方に、
劇場版「呪術廻戦 ０」オリジナルクリアファイルを
プレゼントします。（数に限りがあります）

劇場版

「呪術廻戦 0」 赤い羽根共同募金

令和4年2月9日（水）  午後1時30分～午後3時30分
武豊町思いやりセンター（役場敷地内）
町内在住の65歳以上でスマートフォンを使ったことのない方
　※当日は1人1台スマホを貸し出します
20名　※1月6日（木）より申込受付開始

武豊町社会福祉協議会
☎：73-3104　　Email：info@taketoyo-shakyo.com

令和4年2月3日(木)　午後１時３０分～午後３時
思いやりセンター 2階（役場敷地内）　
傾聴ボランティア活動で役立つテクニックについて
困った時の対応方法について等
傾聴ボランティアに関心のある方
現在傾聴ボランティア活動をしている方
電話、メール、右の申込フォーム
令和４年１月１１日（火）より申込受付開始

傾聴ボランティア活動で役立つテクニックや、傾聴のポイント、困った時の
対応方法について、等々皆様の疑問にお答えします。

聴き方スキルアップ講座　参加者大募集！
より良いコミュニケーションに役立つ

武豊町社会福祉協議会
TEL：73－3104　 E-mail：info@taketoyo-shakyo.com

講師
新見公立大学
小松尾　京子准教授

参加費 無料
定員30名
（要予約）

申込フォーム

参加費無料！
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