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

令和4年
5月1日号
第 161号

今月の表紙
3月21日に行われた
赤い羽根共同募金×
せ ん べ い ま つり i n
武豊町立図書館の様子

社会福祉協議会って何？
教えて弁護士さん！

相続で争いになることが多いケースとその対応について
バリアフリー映画会の案内

「博士の愛した数式」
家庭で気軽にできる収集ボランティアの紹介

ベルマークやペットボトルキャップなどを集めて社会貢献

入院や亡くなった際の ソナエ できてますか

〜高齢者と「保証人」について〜

法人会員紹介 コデラダイナックスさん
この広報誌は、みなさまから寄せられた社会福祉協議会費を財源に作成しています。
編集発行：社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会
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武豊町
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武豊町社会福祉協議会（＝社協）って何？
◎社協は、住民・ボランティア等や公私の保健・福祉の事業関係者等から構成される社会福祉法人です。
法律で
「地域福祉を推進する中核的な団体」として、明確に位置づけられています。
◎地域福祉の推進とは、誰もが住み慣れた地域の中で、地域社会の一員として、自分らしく、誇りを持っ
て生活をおくることができるまちづくりを住民全員で進めることです。

社協の
組織

事務局

執行機関 理事会

住民

（会員）

議決機関 評議員会

•
•
•
•

法人運営部門
地域福祉活動推進部門
福祉サービス利用支援部門
在宅福祉サービス部門

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
◆地域福祉活動推進部門

社協の
主な活動

身近な見守り・助け合い活動の支援
町内小・中・高等学校での福祉学習支援
緊急・災害時の支援体制推進事業
ボランティアセンター事業

◆福祉サービス利用支援部門
地域包括支援センター
（武豊町委託事業）

地域福祉サービスセンター
（まるっとここ相談窓口）
障がい相談支援センター
居宅介護支援事業（ケアプランの作成）

◆在宅福祉サービス部門
ホームヘルプサービス
障がい福祉サービスセンター「多賀授産所」
（武豊町指定管理事業）

令和3年度

社会福祉協議会 会員加入報告

（令和４年３月３１日現在）

令和３年度も社会福祉協議会会員へご加入いただき、誠にありがとうございました。
皆さまよりお寄せいただきました会費は、広報事業・地域福祉活動推進事業やボランティアセンター活動
事業、福祉教育事業等の財源として活用させていただきました。今後とも皆さまのご期待に応えるべく、努
力してまいりますので、引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。

●会員種別加入状況のご報告
会員種別

金 額（円）

一般会員

9,449

4,724,500

賛助会員

393

786,000

特別会員

2

件 数
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24

240,000

会員件数
会費納入金額

9,866件
5,750,500円
令和4年３月31日現在

企業・事業所様について
令和４年度につきましては、令和３年度と同様に、赤い羽
根共同募金と一緒（１０月１日〜）に、各事業所様にお願い
に上がりますのでよろしくお願いいたします。

法人会員さん紹介

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

車椅子の寄付や地域福祉活動に取り組む
〜株式会社「コデラダイナックス」さん〜
武豊町社会福祉協議会では、車椅子の貸出を行っています。
ときには、ほとんどの車椅子が貸出中となるほど、町民の方から
のニーズが高い車椅子の貸出です。この貸出用車椅子46台のう
ち36台が、実はコデラダイナックスさんからの寄付によるもので
す。現社長のお父様が亡くなられた際に、当時使用されていた車
椅子を「年配の方に使ってもらいたい」と社会福祉協議会に寄付
されたのがきっかけで、平成22年から毎年3台ご寄付くださって
います。
代表取締役社長
寄付いただいた車椅子
小寺勝世志氏
その他にも、ゆめたろうマラソン等の地域行事への協賛、献血、
社員の有志による清掃活動等の社会奉仕活動、さらには消防署との合同消防訓練や救急救命訓練を実施されてお
り、一企業であると同時に、社会の一員であるという姿勢を大切にしている様子をうかがうことができました。また、
「モノづくりの楽しさを知ってもらいたい」と町内の小学校へ「電動糸のこ」を寄付したことから始まり、時計、体育
用品、文房具等、多種多様なものの寄付を続けられていることから、地域愛、地元の子どもたちへの想いが伝わって
きました。
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。

福祉活動を応援していただいている企業・団体
特別会員

（1口10,000円）

ＪＥＲＡパワー武豊合同会社
日油株式会社愛知事業所
ユタカフーズ株式会社
ＡＧＣ株式会社 愛知工場
岩部建設株式会社
日本化学工業株式会社愛知工場
有限会社ナガタ設備
長尾部
特別養護老人ホーム くすのきの里
有限会社 和の街
医療法人聖会 石川病院
東海樹脂工業株式会社
医療法人梅原歯科
原田富士コンクリート工業所
株式会社武豊鉄工所
中山名古屋共同発電株式会社
青木自動車工業所
ふき歯科クリニック
合資会社 誠進社
もみほぐし処HoguSeeS
特定非営利活動法人友遊舎 HolD HanDs

賛助会員

（３口6,000円）

杉江製陶株式会社
知多カントリークラブ

賛助会員

（２口4,000円）

ＪＡあいち知多武豊事業部

（特別会員・法人会員企業）順不同・敬称略

賛助会員 （１口２,０００円）
株式会社ツジタ
有限会社船戸工務店
寿産業株式会社武豊工場
有限会社山下組
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
山下養鶏場有限会社
山新青果
新大和興運株式会社
有限会社五常相建
三井商店有限会社
武豊産業有限会社
茶谷事務所
中杉運輸有限会社
浅野建設株式会社
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
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
敷島屋合資会社
定ひろ
石川建設株式会社
なちゅらる武豊
大基業
よしむらストアー
株式会社大幾組
メンズヘアＴＡＫＡＮＥ
有限会社前田工業所
有限会社鍛冶正工業所
平川工業株式会社

東海工業株式会社
トラットリア ラ ルーチェ
衣ケ浦綿糸株式会社
有限会社魚勝
株式会社由村製材所
サワダ工業株式会社
合名会社中定商店
サロンド・セプドール
合資会社たからガレージ
北京
丸藤シートパイル株式会社
サロンドビューティマミ
合資会社由村商店
有限会社北沢園芸
山田機工有限会社
株式会社飯田石油店
株式会社丸一精肉店
丸半運輸株式会社
株式会社タガヤハロー武豊 ローソン 武豊インター西店
中川歯科
トラストワン
株式会社NITOLEX
榊原延幸事務所
つや子バレエ教室
株式会社河崎海事
森歯科医院
三星海運株式会社 武豊営業所
石川眼科
半田港運株式会社 武豊支店
(株)菓子工房くむら
カクトウ醸造
株式会社米利
武豊ガス有限会社
中本測量設計株式会社
株式会社丸又商店
株式会社ミユキ衣料
有限会社茂美山商店
イナバ洋品店
山喜化成合資会社
朝日新聞サービスアンカー
伊藤商店合名会社
ASA武豊
南蔵商店
知多信用金庫 武豊支店
泉万醸造株式会社
合資会社久田硝子店
理容プラージュ 武豊里中店
株式会社新和
大桝屋商店
あだち歯科医院
大屋敷薬局
株式会社中本屋
三浦管工
有限会社武豊メガネ
石金石材店
芳味寿司
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
株式会社エイゼン
知多物産株式会社
天木石油店有限会社
石惣石材
有限会社丸ヨ青木商店
豊年
向陽薬局
花井自動車整備工場
ひかり接骨院
とみ歯科クリニック
半田信用金庫 武豊支店
写真の丸岡 TAK2１店
歯科松本デンタルアート
ゆたか寿し
タケトヨ接骨院
フジプレコン株式会社
株式会社スタジオブレ
ナカノ住宅土地株式会社
有限会社山幸鉄工
有限会社 中野建築
ナカムラ電化
株式会社 先端介護創世社 由良アイテック株式会社
富川建設株式会社
有限会社中六
株式会社タニシ
大矢モータース

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
中部高周波工業株式会社
株式会社コデラダイナックス 武豊工場
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
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
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
まるみや
山太株式会社 武豊工場
株式会社田代鉄工所愛知事業所
特定非営利活動法人ゆめフルたけとよ
アイゼンＣＳ株式会社
自家焙煎CAFÉ香房
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教えて弁護士さん！
〜知っておきたい相続のこと〜

Q
A

Q& A

相続で争いになることが多いケースと回避するための
対応について教えてください

遺言書がない場合に誰がどのような割合で財産
を取得するかは民法に定めがあります。したがって
その点で争いになることは一般的には多くありませ
ん。争いになることが多いものに「寄与分」と「特別
受益」がありますが、今回は寄与分について説明します。
寄与分とは、簡単に言えば被相続人（亡くなった人）の事業への協力や被相続人の
介護などで、被相続人の財産の維持・増加に「寄与」した相続人（Ａさん）がいる場合
に、相続時に実際に残った財産からＡさんの「寄与分」を差し引いたものに法律が規
定する割合をかけて各相続人が相続する分を定め、
「寄与分」はＡさんがそれとは別
に取得するというものです。
例えば、被相続人が亡くなった時に１０００万円の財産が残されていて、相続人が配
偶者と２人の子ども（ＡさんとＢさん）であったとします。この場合、法律の規定では２
分の１の５００万円を配偶者が取得し、子ども２人がそれぞれ２５０万円ずつ取得するこ
とになりますが、
１０００万円のうち２００万円がＡさんの寄与分であると認められると、
１０００万円から２００万円を差し引いた８００万円を基準にして、その２分の１の４００万円
を配偶者が取得し、子は各２００万円を取得し、これとは別にＡさんが２００万円を取得
することになります。結果としてＡさんは合計で４００万円を取得し、
Ｂさんは２００万円
を取得することになります。
相続人間の公平を図るための規定で、このように書くと理屈では理解しやすいの
ですが、実際には、寄与をしたかしていないか、しているとしてその金額をどのよう
に計算するかということで争いになり、遺産分割協議が難航することが珍しくありま
せん。このような争いは、貢献してくれたＡさんには多めに財産を分けるという内容
の遺言書を作ることによって防止することが可能になります。
矢野法律事務所 弁護士 矢野和雄

チャレンジ！！ ピラティス
〜ものわすれ予防トレーニングに参加してみませんか？〜

中央公民館 ２階 第２和室

定員 １０人 (事前予約制)

申込み ５月９日 (月) ９時から

?
ピラティスってなに

申込み・問い合わせ

地域包括支援センター ☎０５６９-７４-３３０５
出張

物忘れ相談会

日 程
場 所
申込み
問い合わせ

4
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寄与分がない場合

配偶者
（500万円）

死去

子 Bさん
（250万円）

子 Aさん
（250万円）

寄与分(２００万円)がある場合

配偶者
（400万円）

死去

子 Bさん
（200万円）

子 Aさん
（200万円+寄与分
200万円＝400万円）

運動が苦手でも
[講師]
楽しみながら
眞下雅貴
頭と体を動かせます！（マットピラティス認定講師)

胸式呼吸を用いて、関節や筋肉の動きを意識し、機能
的な身体の使い方を取り戻していく、運動経験に関係
なく行える運動法(エクササイズ)です。

お買いものついでに ぶらっと 相談にきませんか？
「自分、家族の物忘れが気になる」「近所にもの忘れがあって心配な人がいる」
武豊町地域包括支援センター職員がお話しをお聞きします。

５月１０日（火）午前１１時〜午後１時
ウエルシア武豊駅東口店
不要（相談者が多い場合、少しお持ちいただくこともあります）
地域包括支援センター ☎０５６９-７４-３３０５

たけとよ の ふくし

遺産相続 1,000万円の場合

ヨガマット・
手ぬぐい持参！
！

日程 ６月３日〜８月２６日 毎週金曜日 (計12回) ※参加費１，
０００円
時間 午前 ９時３０分〜１０時４５分 ※8月19日を除く 参加対象 ６５歳以上の方
会場

矢野和雄弁護士

ボランティア活動保険加入のご案内

令和 4 年度

〜安心して活動を行うために〜

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合（傷害
事故）や、他人の物を壊してしまったり、ケガをさせてしまった場合（賠償事故）を補償します。また個人で
もグループでも加入できます。安心してボランティアを行うためにもボランティア活動保険への加入をお
勧めします。

■ 加入できる方

新型コロナウイルス感染症も
補償の対象となります！

ボランティア個人またはボランティアグループ、
ＮＰＯ法人

■ 対象となるボランティア活動

① 日本国内での活動
（交通費、食事代など費用弁償程度の支給は無償とみなします。
）
② 無償の活動
③ 個人の自発的な意志により他人や社会に貢献することを目的とする活動
※この保険の対象とならないボランティア活動もあります。武豊町社会福祉協議会の窓口にてご相談ください。

■ 補償期間

加入手続き完了日の翌日から有効
（保障期間は当年度の３月３１日まで）

■ 加入手続き

武豊町社会福祉協議会窓口に指定の加入申込書がありますので、印鑑と掛金を持参のうえ、お申込みください。
補償金額・年間保険料

傷害事故

年間保険料

Ｂプラン

Ｃプラン
(保障充実プラン)

死亡保険金・後遺障害保険金

620万円

840万円

1,230万円

入院保険金日額
（日額）

4,400円

5,400円

8,400円

2,800円

3,200円

5,800円

通院保険金日額
（日額）
手術保険金

賠償事故

Ａプラン

賠償責任保険金（限度額）
基

本

天災特約（基本プラン掛金を含む）

入院中に受けた手術の場合：入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合：入院保険金日額の5倍

1事故につき
（支払限度額）
５億円・免責金額なし
250円

300円

500円

400円

500円

800円

ボランティアで『誰かの笑顔のお手伝い』 ^ ^
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。

スマホ教室サポート→

TEL：0569-73-3104 メール：info@taketoyo-shakyo.com

ボランティア団体一覧↑

災害時どうする？あなたは何ができる？

〜令和３年度 災害ボランティアセンター設置・運営訓練 開催〜
3月19日(土)中央公民館にて、
「災害ボランティアセンター設置・運営
訓練」が開催されました。この日は、伊良湖岬を震源とする地震が発生
したことを想定し、ボランティア役として自主防災会、令和３年度防災
リーダー講座受講者の皆様や連合愛知、青年会議所、知多ブロックの社
協の方々で計３４人に参加していただき、運営側では、防災ボランティア
の会、武豊社協職員に分かれ計５６人で実施しました。
参加された方々から「こういった訓練を行ってくれると、被災したと
きに心強さがある」
「自分自身でも災害に備えた準備が必要」などの感
想をいただき、次年度の設置訓練に活かしていきたいと考えています。
発災後、武豊町で被災した方に寄り添った支援が行えるように、これ
からも地域の方と力を合わせて訓練を行っていきます。

訓練の様子
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地域の

宝物紹介

「ちょっとした困りごと」のお手伝いが「誰かの喜び」に！
「掃除」
「草取り」
「ゴミ捨て」などで社会貢献
たけとよくらし応援隊

第二十一回

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。

令和元年度より始まった「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
らしの高齢の方や障がいのある方などの「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約45名のボランティア（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。
昨年度は61件の利用がありました。料金は隊員1人30分につき
100円(チケット制)となっています。※利用登録には世帯や身体状況
などの条件があります。

電球交換

窓ふき

現在隊員を募集しています（年齢不問）。一緒に活動しませんか？
草取り

令和3年度

たけとよくらし応援隊
活動件数

18

18
10

その他

家具の移動

刃物研ぎ

1
室内 掃 除

1

電球交換

庭の草

ゴミ出し

2
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たけとよくらし応援隊を知ろう！ 令和3年度報告会＆交流会
日時：5月27日（金）午後1時30分〜午後3時
場所：武豊町思いやりセンター2階（役場敷地内）
対象：たけとよくらし応援隊の活動に興味のある方なら誰でもOK！
内容：令和3年度たけとよくらし応援隊の活動報告
ミーナ助け合い隊（南知多町）の活動紹介
交流会
参加者募集！
申込期限：5月20日（金）
定員30名
申込・問合せ：武豊町社会福祉協議会
TEL 0569-73-3104
※右の2次元コードからも申し込みできます。

コーナー
地域包括支援センター

入院や亡くなった際の ソナエ できていますか
〜高齢者と
「保証人」について〜
家族などの身内が対応していた入院手続きや死後の事務。これからは元気なうちに備えておくことが
必要な時代になっています。
＜武豊町での事例＞
事例①：息子が先に亡くなり、他に身内もいない。自分が亡くなった場合、死亡届や埋葬、病院への支払い、
家の片づけなど行ってくれる人がいない。
身体も弱ってきており、今後のことを考えると毎日が不安。
事例②：住んでいるアパートが取り壊されることになった。いくつか転居先をあたってみたが、高齢である
ことにくわえ、近くに保証人がいないことを理由に断られ、入居先がみつからない。
このような事態に対応するため、現在「死後事務委任契約」や「家族代行サービス」
「家族信託」という仕
組みがあります。また、認知症などにより判断能力が衰えた場合、本人にかわり財産管理等を行う「任意後見
制度」や「成年後見制度」という公的制度もあります。
問合せ：地域包括支援センター
くわしくは、地域包括支援センターまでご相談ください。
TEL 0569-74-3305
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車いすの貸出し

武豊町社会福祉協議会 行事等の予定

5月

一時的に車いすが必要なときにご利用ください

象

9日 いこいこ笠松(おとなりカフェ富貴)（23日）

町内に在住の方

貸出期間

１５日以内

保 証 金

１,０００円

※保証金は返却
の際に全額返金

10日

13日 リフレッシュカフェ
21日 ひきこもり・不登校の居場所

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。
対
象 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

意

25日 理事会

6月

詳細はこちら

14日
10日

June

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校の専門相談）
（28日）
評議員会・理事会
リフレッシュカフェ

12日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ケ）

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。

13日 いこいこ笠松(おとなりカフェ富貴)（27日）
18日 ひきこもり・不登校の居場所
19日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）
25日 バリアフリー映画会

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。

寄付御礼

2022

2日 ほっとCafé(9日・16日・23日・30日)

原則週1回

無料 ※ただし、消費した燃料を補充して
返却をしてください。
貸出車両 スズキ エブリィ
（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
（車いす利用者、運転手含め最大3名乗車）

注

22日 よし子さん家（おとなりカフェ玉西）

原則1日
※旅行の場合は３日以内で貸出可能です。

利 用 料

手続方法

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校専門相談）
（24日）

12日 ほっとCafé(26日)

詳細はこちら

福祉車両の貸出し

貸出期間

May

8日 おいでぁ三井家（おとなりカフェ上ケ）

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

2022

26日 赤い羽根公開プレゼンテーション
※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。

ご寄付いただいた食料品などの一部

（敬称略）

（令和4年1月16日〜令和4年3月31日）
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

匿名
（31件）

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

だいこん・ねぎ・みかん
薩摩芋・里芋・お米・コーヒー
カレンダー・手帳・お菓子
歩行器・洗剤・カップ麺・大根
にんじん・合わせ味噌
キャベツ・白菜・鍋のつゆ
缶詰・焼きのり・調味料
粉ミルク・半生麺
不織布マスク・消毒液・砂糖
乾麺・日用品・袋入りラーメン
レトルト食品・ペットボトル
（お茶）
・缶コーヒー・歩行器

消毒液、
不織布マスク

毛布、缶入りパン

キャベツ、ネギ

寄

株式会社

付

者

ニートレックス

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

非常食（アルファ米・缶パン）

(株)コデラダイナックス

車椅子

昇和合同会社

不織布マスク・消毒

日本ルーブリゾール株式会社

毛布・缶入りパン
５，
０００円

磯部

武夫

JAあいち知多女性部武豊地域

９，
５９６円

レコード喫茶部

２１，
０００円

ここちゃん募金

１６，
９２０円

切手・ハガキ等収集物品換金

１６，
０００円

はくたんストラップ制作委員会
匿名(2件)
伊佐治

信子

２，
０００円
１０，
１４４円
１００，
０００円

たけとよ の ふくし
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赤い羽根共同募金配分事業 令和４年度 武豊町地域活動支援事業助成金

〜みんなの活動を応援します！〜

この事業は、町民のみなさまからご協力いただいた
「赤い羽根共同募金」配分金を財源として活用し、自分たちの地
域を少しでも良くしようと頑張っている団体が実施する事業に助成を行い、町民による福祉のまちづくりを応援します。

●応募から助成決定までの流れ

応

募

期

第 １ 次

審

限

５月９日
（月）から５月３１日
（火）までに必着（消印有効）

査

提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
１次審査を通過した団体に限り２次審査に進みます。

（書類選考：令和４年５月）

６月２６日
（日）に公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
詳細は代表者の方にご連絡いたします。

第 ２ 次

審

査

第 ３ 次

審

査

（公開プレゼンテーション）

（第2次審査と同日）

１団体１０分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。
申請団体審査員（応援に来てくれた仲間）にも５名まで投票権があります。
ぜひ自分の団体の応援に来てください。
子どもさんも一緒に参加できます。
※第２次審査につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により、書面審査
に変更することがあります。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

助 成 金 額 １団体あたり助成上限額５万円です。予算総額は２０万円です。
応 募 方 法 申請書と、以下の書類を添付して武豊町社会福祉協議会事務局へ郵送
もしくは直接窓口へご提出ください。

【書類提出先・問合せ先】

〒470-2392 武豊町字長尾山２番地
（役場敷地内 思いやりセンター１階）
社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会
電話番号：0569-73-3104

詳細はこちら

バリアフリー 映 画 会「博士の愛した数式」
●出演：寺尾聰

深津絵里

斎藤隆成

吉岡秀隆

武豊町社会福祉協議会では､誰もが一緒に映画
を楽しむことができるバリアフリー映画会を武豊
町立図書館と共催で行います｡バリアフリー映画と
は､障がいのある方にも鑑賞していただけるよう､
視覚障がい者向けの｢音声ガイド｣や聴覚障がい者
向けの｢日本語字幕｣をつけたものです｡この映画
会を通じて､｢誰もが暮らしやすい社会｣について､
一緒に考えてみませんか｡
【あらすじ】
「僕の記憶は80分しか持たない」交通事故によって記憶力を
失った元数学者の博士(寺尾聰)にとって、杏子
（深津絵里）は常
に新しい家政婦。博士は 初対面 の杏子に、靴のサイズや誕生
日を尋ねた。
数字が博士の言葉だった。やがて杏子の10歳の息子が加わ
り、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変わった。あま
りに悲しく温かい、奇跡の愛の物語。第1回本屋大賞受賞作品。

浅丘ルリ子
【日

【場

●監督：小泉堯史

時 】6月25日(土)
午前10時〜午後0時10分
※途中換気休憩あります
所 】武豊町中央公民館 講堂

【入

場 】無料
（１人２枚まで）
※入場には整理券
（先着１２０枚）が必要になります。
※整理券は６月４日
（土）午前９時より武豊町立図書館、
６月６日
（月）午前９時より武豊町社会福祉協議会にて
配布します。
【 問い合せ 】武 豊 町 立 図 書 館
（電話：0569-７３-６８００）
午前９時〜午後７時 月曜日休み
武豊町社会福祉協議会
（電話：0569-７３-３１０４）
午前８時３０分〜午後５時１５分 土日祝日休み
【協
力 】住友商事

武豊町社会福祉協議会職員募集
武豊町社会福祉協議会では、福祉でまちづくりを進める団体として
「みんなでつくるやさしい
心があふれるまちたけとよ」を私たちと一緒にめざす職員を求めています。
募集職種
採 用 日
応募方法
受験資格

常勤職員 ２名
令和5年4月1日又は、令和4年度中途採用
郵送または持参で右記提出先へ書類提出
３０歳以下の方
（平成４年４月２日以降に生まれた方）
受付期間 ６月1日
（水）〜 6月30日
（木）
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試験日時 1次試験 7月10日
（日）・2次試験 7月16日
（土）
試験方法 教養試験・論文試験・面接試験
申込書類 申込書は本会窓口での配布、またはホームページよりダウンロード
詳しくは本会ホームページをご覧いただくか、お問合せください。
提 出 先 〒470-2392 武豊町字長尾山2 思いやりセンター

「たけとよのふくし」に掲載した写真を無料で差し上げます
※本人や家族などが掲載された写真に限ります。ご希望の方は、社会福祉協議会まで連絡ください。

