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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今月の表紙
５月２１日（土）に、子ども
の居場所事業として行わ
れ た「 親 子 で 農 業 体 験 」
の様子

社協の予算・活動内容紹介
青少年サマーボランティアスクール参加者募集！
夏休みに福祉体験をしよう！

声かけあって、みんなで防ごう「熱中症」
スマホ体験教室の案内
家庭で気軽に収集ボランティア

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

法人会員紹介「ひかり接骨院」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。
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武豊町社会福祉協議会

予算・活動紹介

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
会費収入 ５,６００

前年度繰越金 21,393

就労支援事業収入
10,234
寄付金収入
1,165

受取利息配当金収入
７ 預金利息
その他の収入
3,037
障害福祉サービス等収入
81,569
自立支援給付費等

補助金収入
63,284

共同募金配分金収入
4,801

地域福祉サービスセンター事業
30,800
施設管理事業
（多賀授産所の運営）
74,830

町補助金等

収入合計

地域福祉活動推進事業
81,325

支出合計

３1 6 , 3 3 9

316,339

受託金収入
89,235

介護保険事業収入
33,576

居宅介護料、
居宅介護支援介護料等

単位：千円

町受託金、県社協受託金

事業収入 2,288
貸付事業等収入 150
貸付金償還金

◎地域で活動してみたい

地域包括支援センター事業
79,012
介護保険事業・障害福祉サービス事業
50,372

地域づくり
◎知りたい・学びたい

ボランティアセンターで活動紹介
や相談をお受けしています！

・ボランティア養成講座
・ひきこもり不登校を考える講座
・認知症サポーター養成講座
・介護予防教室/家族介護教室
・防災リーダーコーディネーター養成講座
・機関紙「たけとよのふくし」年6回発行
・ホームページ、
ＳＮＳ
※社協の活動について最新情報を掲載しています

◎子どもたちに伝えたい
・小・中・高校での福祉実践教室
・夏休みボランティア体験学習
（サマーボランティアスクール）
・ジュニアリーダー育成

くらしの応援
◎気軽に集える場
・憩いのサロン（町内14会場）
・おとなりカフェ
（町内3会場）
・リフレッシュカフェ
（第3金曜日：中央公民館）
・ほっとCafé
（毎週木曜日：中央公民館）
・ひきこもり不登校の居場所
（第3土曜日：砂川会館）

◎金銭面で生活にお困りのとき
・フードバンク活用食料支援
・武豊町くらし資金、生活福祉資金
※一時的な資金貸付（対象者制限あり）
社協の活動の一部を紹介させて
いただきました。
より詳しい活動は表紙右下の二
次元コードをスマホで読み取って
見ていただけるとうれしいです！
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◎判断能力や金銭管理に不安を感じたとき
・日常生活自立支援事業
※日常的金銭管理、書類等の預かり
（対象者制限あり）

◎生活に関する様々な困りごとや福祉サービス
に関する
「相談」をしたいとき
☆まるっとここ相談窓口（総合相談）
・地域福祉サービスセンター
・障がい相談支援センター
・地域包括支援センター
・武豊社協指定居宅介護支援事業所

◎支援が欲しいとき
・武豊社協ヘルパーステーション
・多賀授産所
・車いす/福祉車両の貸出し
・たけとよくらし応援隊
※日常生活のちょっとした困り事のお手伝い

武豊町社会福祉協議会の事業報告概要
令和３年度事業報告及び決算が理事会・評議員会で承認されました。

【主な事業報告】

〇地域福祉サービスセンター、地域包括
支援センターでの総合相談支援事業を
継続実施

・武豊町が行う重層的支援体制整備事業の役割の
一部を担い、福祉の総合相
談窓口「まるっとここ相談
窓口」を開設し、年間199
件の相談を受け付けまし
た。また既存の介護・障害・
子育て・生活困窮の各相談
支援機関との連携を行い
ました。

〇スマホ教室の開催

〇住民懇談会に代わり、アンケートを実施して
多様な意見を集約
・コロナ禍のため、住民懇談会代替として「武豊町社会福祉協
議会福祉意識アンケート」を全18区の区長、常会長、組長 計
1,182人に依頼し、20代から80代の
幅広い年代の方 1,012人に回答を
頂きました。アンケートの項目で、地
域の課題や将来の不安などに対して
さまざまな意見集約等を行うことが
できました。
福祉意識アンケート

〇わいわい子どもひろば in 大足の開催

・大学生が教えるスマホ教室として、入門編・初級
編を開催し、基本操作・LINE・キャッシュレス決済
の方法を学んでいただき
ました。また、買う前に楽
しくわかるスマホ体験教
室をソフトバンク（株）ス
マホアドバイザーを講師
に迎え、ガラケ ー の 住 民
の皆さんを対象に開催
し、多くの方に喜んで頂き
ました。

・大足地区の住民の皆さんが中心とな
り、企画・運営をし、学校の冬と春の長
期休業時に、
２回開催することができ
ました。当日は、昼食をみんなで食べ、
バルーンアートで遊んだり、紙トンボ・
紙 飛 行 機ジャイロを 作り、ダーツで
ゲ ー ム 大 会 などを 行
い、
「 遊 び 」を 通じて
異 世 代 交 流や つ なが
り等を育むことができ
ました。

武豊町社会福祉協議会の決算概要
社会福祉協議会決算概要
（収入の部）
科

（単位：円）（支出の部）
目

会費収入
寄付金収入

決算額

付

記

（単位：円）

事 業 名

決算額

5,750,500

地域福祉活動推進事業

91,598,839

1,553,947

地域福祉サービスセンター事業

32,193,628

補助金収入

58,995,800 町補助金等

介護保険事業・障害福祉サービス事業

46,607,759

受託金収入

94,188,652 町受託金、県社協受託金

地域包括支援センター事業

80,135,095

貸付事業等収入

134,420 貸付金償還金

事業収入

2,238,150

共同募金配分金収入

4,890,877

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等収入
受取利息配当金収入
その他の収入
前年度繰越金
収入合計

施設管理事業（多賀授産所の運営） 60,604,174
支出合計

311,139,495

32,721,623 居宅介護料、居宅介護支援介護料等
7,280,737
77,654,626 自立支援給付費等
11,940
20,346,136 預金利息、退職手当積立金収入
5,372,087
311,139,495
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手話奉仕員養成講座（入門編）・
パソコン要約筆記ボランティア養成講座
募集！(予告)
手話奉仕員養成講座
聴覚障がい者に対しての理解と、手話でコミュ
ニケーションを図るための基本的な技術の習得
を目的とする講座です。手話奉仕員(手話のでき
るボランティア)養成の第一歩となるこの講座で
は、あいさつや自己紹介から始まる入門レベルの
内容を行います。
日 時
時
日

令和4年１0月7日（金）〜
はじめて
令和5年2月24日（金）
手話を
毎週金曜日 全20回
学ぶ方向け
（12月30日を除く）
10時〜12時
会
会 場
場 知多南部3町（武豊・美浜・南知多町）会場
対 象
象 （1）全日程のうち、
対
８割以上出席が
できる見込みの方
定 員
員 ２０名
定
受講料
受講料

パソコン要約筆記
ボランティア養成講座
要約筆記は、聴覚に障害を持つ方々のために、
会議やイベントなどでの発話の内容を聞いてそ
の場で要約し、パソコンの文字入力により文字
化して伝える情報支援（情報保障）のことです。
この講座では、パソコンを使った要約筆記の方
法を学びます。
日 時 令和4年9月24日（土）
〜11月12日（土）
毎週土曜日 全7回（10月1日を除く）
9時30分〜12時
会

場 知多南部3町（武豊・美浜・南知多町）会場

対

象 （1）全日程のうち、
８割以上出席が
できる見込みの方
はじめて
定 員 ２０名
要約筆記を
受講料 無料

無料（別途テキスト代 3,000円程度）

学ぶ方向け

※武豊町広報（8月1日号）で、詳しい案内をしますので、受講希望の方はご確認ください。
申し込みは、
８月１日からとなります。

家庭で気軽に収集ボランティア
ベルマークやペットボトルキャップなど、
身近なものを集めて社会貢献！

（令和3年度実績報告）
収集品目

令和3年度
実 績

ペットボトル
キャップ
ベルマーク

660kg
32,000点
5.5kg
5,500円

使用済み切手

167枚
4,572円

書き損じハガキ

3枚
960円

プリペイドカード
入れ歯
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用

途

途上国の子どもたちへ
ワクチン660人分

ペットボトルキャップは
私の口から入れてね
たくさんあるときは頭の
上の穴から入れてね

1小学校・1中学校へ
寄付 学校備品と交換

社会福祉協議会で行う地
域福祉の取り組みに利用し
ます

金属を取り出して換金
ユニセフに寄付

入れ歯は、取り出した金
属を換金して、ユニセフ
に寄付されます

地域の

宝物紹介

地域での健康づくりを応援します！

令和4年度 ここちゃん健康づくり応援事業補助金のご案内

第二十二回

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。

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
操等の健康づくりを始められ、
また継続できるよう、以下の要件を全
て満たした団体に対して補助金（乾電池等の消耗品等が対象）を交付
しています。令和3年度は5団体に交付しました。
ラジオ体操は、肩こりや消化器の働きを改善、腰痛の予防などが期
待できます。気軽に仲間と健康づくりを始めてみませんか！

補助金額

1団体あたり年5,000円を上限(先着8団体)

※CD ラジカセの購入に関しては、原則 1 回に限り、別途 5,000 円
追加します。

【要件】
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他から補助金を交付されていないこと

武豊町社会福祉協議会

申込み・問合せ

TEL 73-3104

ナー
包括支援センターコー

声かけあって、みんなで防ごう！

「熱中症」

「熱中症」とは、温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、
血液の流れが滞るなどして、体温の調整機能が働かなくなり、重要な臓器が高温にさらされたりす
ることにより発症する障害の総称です。
とどこお

熱中症の症状：

熱中症が疑われたら:

・めまい、立ちくらみ、手 足
のしびれ、気分が悪くなる
・頭痛、吐き気、体がだるい、
体がぐったりする
・意識障害、けいれん、体が
熱い など

・涼しい場所へ移動する
・体を冷やす（衣服をゆるめ
て首、脇の下、足の付け根
等を冷やす）
・水分・塩分・経口補液水な
どを補給する

＊水分・塩分の補給をしても症状が改善しない場合は医療機関を
受診しましょう。
＊自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼びま
しょう。

問合せ・相談

基本的な対策：

【食事編】

・規則正しい食生活をする
・こまめに水分補給をする

【環境・運動編】

・冷房を使用する
・通気性のよいゆったりした衣服を着
用する
・暑さに備えた体づくり（適度な運動、
しっかり睡眠をとる など）

武豊町地域包括支援センター
TEL ７４−３３０５
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法人会員さん紹介

このコーナーでは地域で福祉活動に取り組む法人会員さんをご紹介します

生まれ育った武豊への想いから開業し、地域に寄り添う
〜「ひかり接骨院」さん〜
「ひかり接骨院」の榊原光星院長は、昨年12月、武豊町社
会福祉協議会が町内3ヶ所で開催している「おとなりカフェ」
の玉貫会場「よし子さん家」のゲストとして登壇。腰や膝の痛
みを和らげる方法などを分かりやすくお話しいただきまし
た。
「自分の話を聞いて、1人でも自分の身体と向き合う人が
増え、健康な人が増えれば嬉しい。皆さんの健康への手助け
ができれば」と榊原院長。
この道に進まれたのは、高校時代に所属していた野球部
で、同級生が怪我等により、練習や試合が満足にできずに卒
業していった姿を見て、自分が選手のサポートをすることで
存分にプレーできる身体を作ってあげたいと思ったことが
きっかけ。最近では、武豊中学校にて、新体操などの体操教室や地元の少年野球チームなどのトレーナー活動を不定
期で行っているとのこと。
「地域のスポーツチームなどとの親交を深めていきたい」との熱い想いも持ってみえ、まさ
に、私たちのまちの ひかり のような存在。接骨院の名前の由来を尋ねたところ、ご自身の名前の1文字をとって、
「痛みなどで悩んでおられる患者様の希望の ひかり となるようにとの願いを込めて」と教えてくださいました。
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の情報がありましたら、是非お寄せください。

〜快適な室温で過ごしましょう〜

ケアマネの部屋

7月に入ると本格的に暑くなってきますね。
みなさんはお家でエアコンを使っていますか？
高齢の方のお宅に訪問すると真夏でもエアコンがついていないことが
あります。
もちろん、風通しがよく室温があまり高くなっていないお家もあります
が、
「暑くないから」というご自身の体感でエアコンをつけていない方も
いらっしゃるようです。
気象庁のホームページを見ると東京都のデータではありますが、昭和
47年の7月の平均最高気温は28.8℃、令和3年7月は30.3℃と1.5℃上昇しています。
1.5℃と聞くとわずかな変化のような気もしますが、体温が1.5℃上昇すると考えると身体への影響は大き
いと思いませんか？
「暑くないから」ではなく、室温や湿度に応じてエアコンを活用することが熱中症の予防には大切です。
また、エアコンの冷風が苦手な方は扇風機も有効ですが、室温や湿度が高い状況で扇風機だけを使うと、逆に
暑い空気を受け続けることにもなるため注意が必要です。
夏場に人が快適に感じる温度は25℃〜28℃と言われていますので室温の設定の目安にしてください。
5ページの包括支援センターコーナーも熱中症関連の記事となっていますので参考にしてくださいね。
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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

7月

一時的に車いすが必要なときにご利用ください

象

7日 ほっとＣａｆé（14日・21日・28日）
7日 リフレッシュカフェ

町内に在住の方

貸出期間

１５日以内

保 証 金

１,０００円

July

3日 たがスポーツ交流会

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

※保証金は返却
の際に全額返金

7日 いきいき元気教室(膝痛予防)
10日 職員採用試験（16日）

詳細はこちら

10日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」

福祉車両の貸出し

11日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」(25日)
11日 顕彰式

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

貸出期間

原則1日
※旅行の場合は３日以内で貸出可能です。

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）
手続方法

注

意

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）

16日 ひきこもり・不登校の居場所
17日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」

8月

2022

August

4日 ほっとＣａｆé（18日・25日）

詳細はこちら

5日 リフレッシュカフェ
8日 スマホ教室
8日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」
（22日）
9日

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。

ここちゃんサポート相談
（ひきこもり・不登校の専門相談）
（23日）

14日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
20日 ひきこもり・不登校の居場所

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。

21日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」
31日 愛知県老人クラブ連合会福祉大会
※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。

寄付御礼

（敬称略）

ご寄付いただいた食料品などの一部

（令和4年4月1日〜令和4年5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。

みかん、コーヒー、
レトルトスープ
みそ・袋入りラーメン等

寄 付 者

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

匿名
（１9件）

掃除機・お米・油・お菓子・餅・うどん
ようかん・カップ麺・袋入りラーメン
レトルトスープ・コーヒー・みそ
お茶漬けの素・缶詰・カレールー・みかん
たまねぎ・たけのこ・不織布マスク
ハンドソープ・クリアファイル・ナイフ・
フォーク・ギフトカード・切手・クオカード
テレホンカード

お菓子

寄

付

者

武豊町山野草友の会

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

５，
０００円

なでしこ体操クラブ

１５，
３５３円

朝岡

喜代治

２０，
０００円

魚住

誠二

１２，
７００円

匿名(6件)

247,370円
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シニア向け体験講座
はじめてコース 基礎コース

スマホ体験教室開催！

参加費 無料

スマホ持っていない方対象

定員20名（先着予約順）

8月8日（月）10時〜12時

会場

内容：基本操作・カメラ・地図・
アプリ

思いやりセンター 2階

（役場敷地内）

スマホ持っている方対象

※一人一台スマホを貸し出します。

8月8日（月）14時〜16時

講師：スマホアドバイザー
サポート：大学生

内容：基本操作・カメラ・地図・アプリ

※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。

7月12日（火）9時〜
申込受付開始！

☎：0569-73-3104
申込み・問合せ先
（思いやりセンター内）
武豊町社会福祉協議会 住所：武豊町字長尾山２

青少年等サマーボランティアスクール
参加者募集！
！ 〜夏休みに福祉体験をしよう〜
武豊町に住んでいるみなさん、武豊町にある施設や保育園などでボランティア体験をしてみませんか？
保育園で子どもたちと遊んだり、施設などでお年寄りの方や障がいがある方と交流したり、様々な体験を
することができます。
「ボランティアをしてみたい！」
「将来保育士になりたい！」など思っている方、ぜひこの夏休みを
利用して参加してみましょう！
！

募集期間

令和4年7月1日（金）から７月11日（月）まで

体験期間

令和4年８月１7日（水）〜８月３１日（水）

対 象 者

【上ケサロン体験の様子】

武豊町在住の１０代〜３０代の方（高校生以上）

※武豊高等学校の生徒には、学校を通してご案内をさせていただきます。

体験日程等の詳細「日程表・申込書」は、7月1日（金）から社会福祉協議会事務所
にて配布、または社協ホームページからダウンロードできます。
（http//www.taketoyo-shakyo.com）
※日程表の内容等を必ずご確認いただき、ご応募ください。

【保育園体験の様子】

【申込み・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）
窓口対応：月〜金（土日祝日はお休み）8時30分〜17時15分（水のみ19時15分まで）
社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会
電話番号：0569-73-3104 アドレス：http//www.taketoyo-shakyo.com
【放課後等デイサービス体験の様子】

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。
住 所：武豊町長尾山2 TEL：0569-73-3104
メール：info@taketoyo-shakyo.com
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たけとよ の ふくし
第162号 令和4年7月1日号

配食ボランティア→

ボランティア一覧↑

「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。

