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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

12月23日に行われた
わいわい子ども広場in大足
の様子（詳細はP.6）

武豊町
社協HP

今月の表紙

ボランティア始めてみませんか！？
～武豊町でボランティアを楽しもう！～

暖かいからだで冬を乗り切ろう！
ヘルパーおすすめレシピ  ｖol.２

障がい者のための身近な
相談窓口のご案内

もったいない を ありがとうに
食料支援のお願い

歩きながら、まちをキレイに
ポイ捨てゴミ拾い隊
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～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

※（令和3年度ボランティアセンター登録者数）

〇障がい児・者支援 /家族支援　〇高齢者支援　〇子ども/学校　〇芸能 /施設訪問 /趣味　〇伝統　
〇環境 /地域　〇防災 /防犯　〇健康　〇個人ボランティア

（絵本読み聞かせボランティアの様子） （配食ボランティアの様子） （おもちゃの修理ボランティアの様子）

ボランティア始めてみませんか！？

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。

自分も誰かの役に立てる！　北川勇作さん（30代男性）
　「自分の人生つまらないな～」と感じていましたが、「ちゃんと働いているし、悪いこ
ともしていないのだからいいか」と思っていました。そんな中、趣味のお城巡りで訪れ
た先で豪雨災害の被害を目の当たりにし、『何か自分にできることはないか』と思ったこ
とがボランティアを始めたきっかけです。ボランティアをしていると、いろいろな人と出
会えます。それが楽しく、また、活動することで張りのある充実した時間を過ごせます。
≪後輩に一言≫　先ずは調べてみる！ そしてやってみる！！
≪現在活動中のボランティア≫
・ 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）
・ ボランティアサークルひだまり（多賀授産所利用者のサポート）
・ 他県での災害ボランティア活動

◆ボランティア活動を始めるには…

　武豊町社会福祉協議会ボランティアセンターには、現在４5のグループ※と個人ボランティアを含む
老若男女約2000人※の方が登録されており、以下のようなボランティア活動をしています。

先輩ボランティアの声

草取り作業
（たけとよくらし応援隊）

お気軽に
ご相談ください
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車輪が大きく、座る方ご自身で操作ができる車イスです。
介助する方が押して操作することも可能です。
車輪が大きいので進みやすく、後ろから介助する場合も押しやすくなります。
揺れを軽減し、（介助式に比べて）少ない力で段差を乗り越えることができます。
車輪が大きい分重くなり、横幅も広くなってしまうという面もあります。

　障がい者雇用で優良な取り組みをする企業を厚生労
働省が認定する制度「もにす認定」に向陽の廃棄物処理
業「株式会社エイゼン」さんが選ばれました。同認定は障
害のある従業員の定着状況や支援体制などの基準を満
たした企業が認定される制度で、知多半島5市5町でその
認定を受けた企業は初めてとのことです。
　エイゼンさんでは現在2名の障がいのある方が資源物の選別作業を行っています。
　担当者の方からは「2名とも10年以上当社に勤務しています。定年まで働いてもらいた
いです」と思いを話してくれました。
　武豊町社会福祉協議会では、地域で福祉活動に取り組む法人会員さんを応援し、ご紹
介させていただきたいと思います。そのような法人会員さんがありましたら、是非情報を
お寄せください。

車輪が小さく、ご自身で操作ができないタイプの車イスです。
自分で操作するためのハンドリム（車輪の外側についている輪）がないため、自走式車
イスに比べて軽量でコンパクトになり持ち運びや車への積み込みが楽に行えます。
また、小回りが利くので自宅の廊下や洗面所などの狭いスペースでも方向転換がしや
すくなります。

社会福祉協議会では住民の方に車イスの貸出を行っています。（７ページ参照）
どこで使うのか等目的に応じて自走式・介助式を選んでいただくことができますので、詳しくは
窓口や電話にてお問い合わせください。
ただし、数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。

知って得する！ 車イスの種類と選び方のポイント
社協ケアマネだより

車イスには大きく分けて自走式と介助式があります。

自走式車イス

介助式車イス

自走式車イス

介助式車イス

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

法人会員さん紹介

(株)エイゼン提供

連絡先

このコーナーでは地域の福祉活動に取り組む法人会員さんをご紹介します

障がい者雇用で厚生労働省認定
～「株式会社エイゼン」さん～
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障がい者のための身近な
相談窓口のご案内

身体障害者相談員
筒井　義子さん

知的障害者相談員
倉知　楯城さん

身体障がいの相談  筒井義子さん  ０９０－４７９４－１７７８
知的障がいの相談  倉知楯城さん  ０９０－３８５８－５２０３

　筒井さんは武豊町身体障害者福祉協
議会、倉知さんは武豊町手をつなぐ育成
会でそれぞれ活躍をされています。
　お二人は、武豊町からの委託を受け、
当事者もしくは家族としての立場に立ち
いろいろな相談に応じていますので、お
気軽にご相談ください。

気軽に相談できる身体障害者相談員・知的障害者相談員を知っていますか?

障がいのある方やその家族の皆さんへ

つながらない場合は、武豊町福祉課（７２－１１１１）
へ相談ください。

私 た ち が 、障 害 者 相 談 員 で す

連絡先

就職・生活面でお困りのことが
あれば、何でも相談を受け付け
ますのでご相談ください。
　

相談内容によっては、様々な機
関につなぐことができますの
で、いつでもご相談ください。

　令和3年12月18日(土)中央公民館にて、「防災ボランティアコー
ディネーター養成講座」が開催されました。
　この日は、わだちコンピューターハウスの水谷真さんをお招きし、
「避難行動要支援について知ろう～インクルーシブ防災と地域の助
け合い～」についてお話をしていただきました。
　講義では、東日本大震災・熊本地震における被災した障がい者の
状況をもとに、「災害時にどうしたら避難できるのか」「避難所では
障がい特性への理解はどうしたらいいのか」「障がい・子ども・女性
などさまざまな立場の人を地域に理解してもらうためには、情報共
有の場に参加してもらうよう働きかけをしていく」など全国の被災
地支援に関わられてきた経験に裏付けされた内容について教えて
いただきました。
　また、グループワークでは「災害時に地域の中でどのような方が
困るのか」「自分たちが支援する場合の具体策がなかなか出ない」
など住んでいる地区の状況を想定しながら災害時に起こりうる課題
にどう対応したらいいか考える機会となりました。
　参加された方から「障がいのある方や、弱い立場の方が災害時に
困難な状況に陥りやすいことを今後の自主防災会でも考えていき
たい」「災害時だけでなく、普段から顔の見える関係を作っていくこ
との大切さを感じた」などの感想をいただきました。次年度の講座
でも皆さんと考えていきたいと思います。
　　　　　　

令和3年度　防災ボランティアコーディネーター
フォローアップ養成講座が開催されました
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　「武豊町がいつも美しく、安全に暮らせるように」と、ポイ捨てゴミ拾い隊は、昨
年９月より、月に１回、町内でウォーキングを兼ねたゴミ拾いを約３０分行っていま
す。同隊は、約４０年前に結成されたランニンググループ「フットワークス」から生ま
れたボランティア団体です。ランニングする中で、道端のポイ捨てが目につき、「ま

ちをきれいにすることで住民の
環境に対する意識も向上できれ
ば」との思いの中から生まれまし
た。現在は、武豊町地域交流セン
ター周辺で活動を行っています。
今後は地区の拡大を予定しています。
　途中、沿道で出会った様々な方からも、温かい声をかけていただくことも
あるそうです。

　会長の中村孝昭さん（６４）は「道端のゴミがなくなると、ゴミを
捨てようとはならない。景色を見ながら、健康づくりも併せてでき
るので気軽に参加してほしい」と思いを話してくれました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二十回
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。

「ポイ捨てゴミ拾い隊」
歩きながら、まちをキレイに！

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。
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

ポイ捨てゴミ拾い隊
・開催日時： 毎月第３日曜日　
 午前８時２０分～午前８時５０分
 ※５月～９月は午前７時２０分～午前７時５０分
・集合場所： まちの駅『味の蔵たけとよ』駐車場
 （忠白田11番地1）
・活動場所： 武豊町地域交流センター周辺
 ※今後変更する可能性あり　
・そ の 他： ゴミ袋、火ばさみは隊で用意
・連 絡 先： 中村孝昭（０９０－４８５３－５７３４）　　

武豊町社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染者及び濃厚接触者の方向けに、
以下の内容で支援を行っています。

【問合せ・受付】　

※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。

まずはお電話で
ご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症生活支援の紹介

① 買い物代行　　② その他

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

新型コロナウイルス感染者もしくは濃厚接触者であり、親族や福祉サービス等によるサポートを受けることが
できない方

利用の問合せ・申込みをします。(武豊町社会福祉協議会　73-3104)
支援内容の詳細について説明をさせていただきます。
● ご自宅へ訪問し、集金します。（注：前払い制です。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   全ての買い物代行支援が終了した時点で清算します。

・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。

・まとめ購入にご協力お願いします。
  （１回おおよそ１０,０００円以内）
・ご希望の品物が揃わない場合もあります。

・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、配達完了の
電話を入れます。

・状況に応じて複数回の利用も可能です。

その他

利 用
の
流 れ

対　象

内　容

支　援

武豊町社会福祉協議会       7 3 - 3 1 0 4
　　　月～金　午前９時～午後３時（祝日は除く）
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令和4年3月13日(日)
午後1時30分～午後4時20分
武豊町総合体育館　第２競技場　
（武豊町大字東大高字清水128）
満18歳以上で町内障がい福祉サービス事業所の利用者
または武豊町在住で、障害者手帳をお持ちの方
無料
多賀授産所または、社会福祉協議会で参加申込書を受け取り、
いずれかに提出してください。
３０名（応募多数の場合は抽選）
武豊町社会福祉協議会　多賀授産所
武豊町スポーツ推進委員
多賀授産所　　TEL 73-5821
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止する場合があります

今年は、東京２０２０パラリンピックで話題になったボッチャの体験会を行います。
みんなで一緒に楽しみましょう！

日　　　　時

場　　　　所

参加対象者

参　加　費
参加申込方法

定　　　　員
主　　　　催
協　　　　力
お問い合せ先

障がい者スポーツ交流会参加者募集！

　令和３年１２月２３日（木）大足区に暮らす41名の子どもたちが２学期の終業式後、大足公民館に集まりました。
　「わいわい子どもひろばin大足」は大足区で暮らす方たちと武豊町社会福祉協議会が約３年間、何度も話し
合い、開催することができました。
　大足で暮らす子どもたちが様々な人たちと関わることで「大足のことや大足に暮らしている人を知る」、ま
たつながりやコミュニケーションなどを「遊び」を通し育むことができるよう、地域のみんなで一緒に見守っ
ていきたいという思いを目的に開催しています。
　昼食は、手作りカレーライスと、クリスマス間近ということもあり株式会社コメ
ダ様から提供して頂いたチョコレートケーキ！！
　昼食後は、地域の方が作ってくれた「木製手形」に自分の名前と好きな絵を描
きました。この手形は、次回の“子どもひろば”に参加する通行手形になります。
また、日本福祉大学の大道芸サークルの学生さんにバルーンアートを作っても
らったり、中国こまや皿回しを教えてもらったりしました。子どもたちは集中して
何度も練習をし、中国こまや皿を上手に回せるようになりました。
　子どもたちは両手いっぱいのおみやげを持って、「また来る
ね！」と笑顔で解散しました。
　次回も多くの子どもたちに集まってもらえるよう、楽しい企
画を考えています。
　また、この企画・運営をするメンバー「大足子どもひろば応援
チーム」として一緒に活動してくださるメンバーを募集してい
ますので、ぜひ武豊町社会福祉協議会（電話：７３－３１０４）まで
ご連絡ください。

ここちゃん
リポート

大足区で食べて、遊ぶ交流の場始まる
わいわい子どもひろばin大足が開催



武豊町社会福祉協議会 行事等の予定
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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）

※ただし、消費した燃料を補充して
　返却をしてください。

寄  付  者（敬称略） 寄 付 金 ・ 寄 贈 品

（令和3年12月1日～令和4年1月15日）寄付御礼

詳細はこちら

詳細はこちら

乾麺
お米

知多米　あいちのかおり125ｋｇ

お菓子

商品券（５，０００円分）
３７，３３０円
１２５，７００円
５０，０００円
１００，０００円

３０，０００円

コーヒー、お菓子、さつま芋、みかん、
海苔、マスク、靴下、お米、里芋、白菜、
キャベツ、切り干し大根、ネギ、飴、お茶、
調味料、鍋の素、おもち、レトルト食、麺類

高濱　克年
亀井正子
あいち知多農業協同組合　
武豊事業部
おとなりカフェ　
よし子さん家　家主
匿名
匿名（３件）
ＡＧＣ 労働組合 愛知支部
有限会社　丸満
半田遊技業組合
長尾部　寅卯会
（幹事　山下剛直）

匿名（１6件）

 １６日
 ボランティア保険説明会

  憩いのサロン　富貴市場会場
 １７日 憩いのサロン　馬場会場
 １８日 憩いのサロン　玉東会場プレオープン
 １９日 ひきこもり・不登校の居場所
 21日 憩いのサロン　北山会場
 ２２日 ここちゃんサポート相談
 ２３日 憩いのサロン　市場会場
 ２５日 憩いのサロン　緑会場
 ２７日 防災リーダーボランティアコーディネーター養成講座
 ２8日 いこいこ笠松（おとなりカフェ富貴）

2月 2022　February

 １日 憩いのサロン　富貴会場
 ３日 ほっとＣａｆé（１０日・１７日・２４日・３１日）
 ４日 リフレッシュカフェ
 5日 ボランティア交流会
 7日 憩いのサロン　下門会場
 
８日
 ここちゃんサポート相談（ひきこもり・不登校専門相談）（２２日）

  憩いのサロン　東大高会場
  知多南部３町福祉教育関係講師学習会
 １０日 いきいき元気教室～転倒予防のお話、運動～
  憩いのサロン　玉貫会場
 12日 ひきこもり・不登校講座
 
１３日

 おいでぁ三井（おとなりカフェ上ケ）
  障がい者スポーツ交流会
 14日 いこいこ笠松（おとなりカフェ富貴）（28日）
 １５日 介護者のつどい
  憩いのサロン　大足会場・小迎会場
 １６日 理事会  憩いのサロン　富貴市場会場
 １７日 憩いのサロン　馬場会場
 １８日 憩いのサロン　中山会場
 １９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体験
 ２１日 憩いのサロン　北山会場
 ２３日 憩いのサロン　市場会場
 ２４日 わいわい子ども広場in大足  評議員会
 ２５日 憩いのサロン　緑会場

3月 2022　March

 ４日 憩いのサロン　下門会場
 ５日 憩いのサロン　富貴会場
 ７日 ほっとＣａｆé　（１４日・２１日・２８日）
 ８日 リフレッシュカフェ
 １０日 おいでぁ三井（おとなりカフェ上ケ）　
 １１日 いこいこ笠松（おとなりカフェ富貴）（２５日）
 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）  憩いのサロン　東大高会場
 １４日 憩いのサロン　玉貫会場
 １５日 憩いのサロン　中山会場・玉東会場開所
 １６日 ひきこもり・不登校の居場所
 １８日 憩いのサロン　北山会場
 １９日 憩いのサロン　大足会場・小迎会場
 ２０日 憩いのサロン　富貴市場会場
 ２１日 憩いのサロン　馬場会場
 ２２日 憩いのサロン　緑会場
 ２４日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）
 ２７日 憩いのサロン　上ケ会場・市場会場

4月 2022　April

　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。 お米、芋類

※３月のよし子さん家（お
となりカフェ玉西）はお
休みです
※３月の憩いのサロン　
上ケ会場はお休みです

　※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。
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武豊社協ヘルパーステーションだより 

　立春とはいえ、寒さ厳しいこの頃ですが、皆さん冷え対策は万全ですか。
　身体の調子を整えるには、毎日の食事が大切です。南瓜や人参、納豆やリンゴ等の身体を温め
る食材は代謝を上げ免疫力をアップさせてくれます。上手に取り入れて元気に過ごしたいですね。

　日本での食品ロスは、年間５７０
万トン、毎日大型トラック約１５６０
台分の食品が食べられることなく
廃棄されています。
武豊町社会福祉協議会では、
ご家庭で食べきれなかった食品の
寄贈を受け、生活に困窮されて
いる方へ、健康状態の維持と生
活の立て直しをはかるため、食品
の提供を行っています。

≪作り方≫
①ほうれん草を洗いラップでぴったり包む
　500Wで１分半過熱し粗熱がとれたら根を切り落して３等分
にしカップへいれる

②鍋に水・中華スープの素を入れ煮立ったらたまごを流し入れ塩
こしょうで味をととのえる

③カップに生姜をすりおろし、スープをよそう

≪作り方≫
①ごはんを洗いざるにあげ水を切る
②さつまいもを洗い濡れたキッチンペーパーで包みラップでぴっ
たり包む

③②を500Ｗの電子レンジで5分加熱し、皮をむき1.5㎝角に切る
④鍋にごはん・塩・水をいれ強火にかけひと煮立ちさせ、さつま
いもをいれ一緒に中火で15分煮る

⑤茶碗によそいシソふりかけをかける

≪材料（2人分）≫
ほうれん草…………50ｇ（約1/4束）
たまご………………………… 1個
水 ………………………… 400cc
中華スープの素……………小さじ１
生姜 ………………… ひとつまみ
塩・こしょう ………………… 少々

≪材料（2人分）≫
ごはん…………………… 茶碗1杯
さつまいも… 100ｇ（Sサイズ1本）
塩 …………………………… 少々
シソふりかけ ………………… 少々
水 ………………………… 500cc

☆ぽかぽか生姜スープ☆

☆ほっくり芋かゆ☆

ヘルパーおすすめのレシピ ｖｏｌ.2

暖かいからだで冬を乗り切ろう！

もったいないをありがとうに ご家庭で余っている
食品はありませんか？

【ご寄付いただきたい食品】
・野菜（自家栽培や市場に出せない野菜など大歓迎です）
・米（玄米・白米・アルファ米など）
・インスタント（カップ麺・カレーなど）
・缶詰（肉・魚・果物など）
・乾物（パスタ・うどん・そばなど）
・調味料（食用油・醤油・味噌など）
・飲料（ペットボトル・缶ジュースなど）
・お菓子（せんべい・チョコレートなど）

少しでも構いません。ご家庭で食べきれない食品がありましたら、
武豊町社会福祉協議会へお持ちください。

ボランティアをしてみたいと思ったら、
武豊町社会福祉協議会にご相談ください。
住　所：武豊町長尾山 2　TEL：0569-73-3104　
メール：info@taketoyo-shakyo.com

たけとよくらし
応援隊
換気扇掃除ボランティア一覧

空いた時間にボランティアを体験してみませんか？

ひきこもり・不登校を考える講座　見守りの半歩先へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、２月６日から下記の日程に変更になります
令和4年3月12日(土)   午前9時30分(受付9時15分) ～ 正午
講　　　師
会　　　場
申 込 方 法
 　
申込問合せ 

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】
武豊町中央公民館　２階視聴覚室　  ※オンライン（zoom）でも受講可能です
会場・オンラインともに ： 必要　　　申し込み〆切　３月１日(火)
申し込みフォームかメール、TEL、FAXにて申し込み　
武豊町社会福祉協議会　担当 ： 安田・新美
TEL ： 0569-73-3104　　FAX ： 0569-73-8377　メール ： info@taketoyo-shakyo.com

申し込みフォーム

日程変更
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