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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〜気になるボランティアを体験してみませんか〜
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法人会員紹介「akc.labo享栄工業」さん

〜地域の子ども会と一緒に環境活動に取り組む〜

地域の宝物紹介

〜定年後に地域デビュー〜

今月の表紙

6月２１日に、富貴小学校で行われた福祉
実践教室での高齢者疑似体験の様子
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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3年度､皆さまからお寄せいただきました共同募金は､計5,001,910円でした。そのうち約84%の
4,187,910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
〇武豊町立図書館
〇武豊町屋内温水プール
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。

令和4年度赤い羽根共同募金配分金事業
地域福祉活動支援事業 ここちゃん活動助成金 助成団体決定報告
令和4年6月26日
（日）に２次審査の公開プレゼンテーションを開催し、審査の結果、以下の３団体への
助成が決定しました。
・馬場仲良し子ども会
事業名「餅つき会と昔遊び」
・大足子どもひろば応援チーム
事業名「わいわい子どもひろばin大足」
・いちじく子ども食堂
事業名「いちじく子ども食堂」

「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展示｣を行います
町内の小中学校を通じて応募いただいた作品の中から､令和4年10月1日(土) 〜令和4年10月14日(金)の
期間中､武豊町立図書館に優秀作品を展示しますので､ぜひ足をお運びください｡

お問い合わせ
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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

教えて弁護士さん！

Q& A

〜知っておきたい相続のこと「相続を争続にしないために」〜

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（５月１日号の続き）

遺言書がない場合に争いになることが多い２
つのケースのうち、前回(5/1号)は、
「寄与分」に
ついて説明しました。今回は、
「特別受益」につい
て説明します。
「特別受益」とは、被相続人(故人)から遺贈、贈与を受けた
共同相続人がいる場合、その人が贈与等を受けた価額を被相続人が亡くなった
時に実際に残っていた財産に加えたものを相続財産とみなし、これに法律が規
定する割合を乗じて各相続人が相続する分を定め、そこから遺贈、贈与の価額を
差し引いたものを、贈与等を受けた人の相続分とする制度です。
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（相続分2分の１）と2人の子ども（相続分、各4分の1）であったとしま
す。通常の場合は500万円を配偶者が取得し、子ども2人（Aさん、Bさん）がそれ
ぞれ250万円ずつ取得する事になりますが、生前にAさんが被相続人から200万
円の贈与を受けていたような場合は、1000万円に200万円を加えた1200万円
を相続財産とみなして各相続人の相続分を計算します。そうすると配偶者が
600万円、こどもが各300万円になりますが、Aさんは被相続人の生前に200万
円をもらっていますから、相続の時に取得できる金額は、300万円から200万円
を差し引いた100万円とされることになります。
これも「寄与分」と同じように理屈は明快なのですが、実際には、もらった、も
らわないで争いが生じたり、
「特別受益」の金額についての争いが生じたりする
ことがあります。特にまとまった財産をもらったようなことがなくても、一緒に生
活していたから生活費がかからなかったはずだとの主張が出てくることもありま
す。子どもの一人に対しては、大学の学費や仕送りなどをしたが、もう一人の子
どもには、そのようなことをしていなかったような場合は、子どもが公平になる
ように、遺す金額に少し差をつけるような遺言書を作成することを考えてもいい
と思います。
矢野法律事務所 弁護士 矢野和雄

矢野和雄弁護士

死亡時に残っていた財産
1,000万円の場合
① 特別受益がない場合

配偶者
（500万円）

死去
（被相続人）

子 Aさん
（250万円）

子 Bさん
（250万円）

②特別受益がある場合
（Aさんが生前に200万円の贈与を受けていた場合）

配偶者
（600万円）

死去
（被相続人）

子Aさん
子Bさん
（300万円-200万円 （300万円）
＝100万円）

ありがとうござ い まし た！
社会福祉協議会長から感謝状が贈呈されました
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に、令和４年７月
11日（月）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）
・朝 岡 喜代治
・中 川 和 久
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武豊社協ヘルパーステーションだより

しっかり食べて夏バテ解消！
ヘルパーおすすめのレシピ ｖｏ
ｌ.3
暑い日が続きますが、皆さん元気にお過ごしでしょうか？暑いと食欲が落ちがちですが、手軽に作って、
美味しく食べて、元気に過ごしましょう！

☆お手軽ビーフステーキ☆
≪材料（2人分）
≫
牛切り落とし肉 …………………… ２５０ｇ
カット野菜サラダ …………………… １袋
塩・こしょう・サラダ油
玉ねぎソース
玉ねぎすりおろし ……………… 1/2個分
おろししょうが ………………… 1/2個分
おろしにんにく ………………… 1/2個分
しょうゆ ………………………… 大さじ２
酒・砂糖 ……………………各大さじ１.５
酢 ……………………………… 大さじ1

≪作り方≫
①ボールに牛肉を入れ、塩、こしょう各少々をふって、手でよくもむ。
２等分し、
２㎝厚さの小判型に整える。
②フライパンに油大さじ１を中火で熱し、①を並べて焼き、こんがり焼き色がつ
いたら裏返し、約１分３０秒焼いて取り
出し、アルミホイルで包んで余熱で火
を通す。
③玉ねぎソースの玉ねぎを入れて３〜４
分炒め、残りの材料も加え、時々混ぜな
がら、汁気がほとんどなくなるまで炒
め煮にする。器に②を盛り、玉ねぎソー
スをかけ、カット野菜サラダを添える。

暑いときこそ、味噌を食べよう

しっかりともんでから
コツ
・
ポイント 形を整えると、肉どうし

味噌は発酵することで、栄養やおいしさがアップします。
その上、みそ汁は水分、塩分補給に最適。
武豊町には、美味しい味噌がたくさんあります。
まだまだ暑いこの時期に味噌を取り入れてみませんか。
身体を冷やしたい時の具材は夏野菜(なす・かぼちゃ・オクラ)。
疲れた時には豆腐やわかめなど体調に合わせて具材を選びましょう。

ーナー
多賀授産所コ

がくっつき、つなぎなし
でも形がくずれない。

『多賀マット（ヨガ用マット）誕生！』

昨年の8月、
ヨガインストラクターの水谷さんが既存のひも織りマットをヨガ用マットとしてご購入されたのがきっか
けで、
ヨガ用マットとして新たな商品の開発が始まりました。
『ヨガ中に足が滑らないようにするには…』、
『 網目の向き
は…』、
『 大きさは…』、
『どんなひもが適しているか…』など水谷さんのご提案やご意見をお聞きし、さらに試行を重
ね、
『 多賀マット』が完成しました。多賀マットは大きなサイズで、利用者の大島さんが製作しています。ひもの色や手
触り、模様などを考えながら、一本一本丁寧にひもを織り込ん
でいます。大島さんは多賀マットを製作しながら、
「使ってく
れると嬉しい」と話してくれました。
水谷さんは、障がいがある方が手作業でマットを織り、販売
すること、また、廃材であるひもを再利用することなどにご賛
同くださり、ヨガ教室やイベントでひも織りマットの委託販売
にもご協力いただいています。また、
ヨガ関連のショップ、スタ
ジオ等で多賀マットを販売できるよう授産所と繋げてくださ
るなど、授産所の活動にご尽力いただいています。
多賀授産所では障がいがある方々が、日々、様々なサイズ
のひも織りマットを製作しています。授産所にお越しの際は、
ぜひひも織りマットを手に取ってご覧ください。
大島さん（左）と水谷さん（右）
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地域の

宝物紹介
第二十三回

定年後に地域デビュー 大嵜

美尚さん（６５）

〜新しい人間関係づくりや、人から感謝されることで人生が充実〜
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。

大嵜さんは、現在、社会福祉協議会の「配食サービス※１」などの
ボランティアで活躍され、週に1回、4人のお宅にお弁当を届けてい
ます。
配食サービスのボランティアを始めたきっかけは、
「もともと退
職後はボランティア活動をしてみたいと思っていた。どんなボラン
ティア活動があるのか分からないので社会福祉協議会に相談に
行ったら配食サービスを勧められた」とのことです。
「お弁当を届けたときに
『暑いのに、
ご苦労様』
『ありがとう』
などと
言ってもらえることが何よりうれしく、
やりがいにつながっている」
また、
「ボランティアを始めることで新しい人間関係もできた」と語ってく
れました。
これからボランティアを始めたい人に対しては「最初は不安かもしれない
が、何事もやってみないと分からない。やってみて合わなければ、やめれば
いいと気軽な気持ちで始めてみては」と自らの体験をふまえた思いを話し
てくれました。

※１ 武 豊 町 社 会 福 祉 協 議 会 配 食
サービス：高齢者などのお宅に
ボラン ティアが 弁 当 を 届 け る
サービス。料金は、おかずのみ
450円、おかずとごはんのセット
500円。利用条件あり。

社会福祉協議会では、地域でボランティア活動を行う人を応援しています。
「何かボランティアしてみたい」
「どんな活動があるの」などボランティアに関する相談を受け付けてい
ます。お気軽にご相談ください。 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

武豊町地域包括支

援センターだより

〜このまちで笑顔で生きる認知症〜
9月21日は世界アルツハイマーデーです

1994年「国際アルツハイマー病協会」は世界保健機構と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマー
デー」と制定し、
この日を中心に認知症の啓蒙を実施しています。また、9月を「世界アルツハイマー月間」と
定め、様々な取り組みが行われています。
武豊町地域包括支援センターでも、
この「世界アルツハイマー月間」において、認知症に対する理解と知
識の普及・啓発を図るための啓発事業に取り組んでいます。
みなさんもこの機会に認知症について一緒に学びませんか？

アルツハイマー月間に武豊町で開催されるイベント
① 武豊町立図書館にて認知症に関する書籍を
⑤ 認知症啓発講座「オレンジデイズ 2022」
⑥ 認知症サポーターフォローアップ講座
集めた特設コーナー設置
（対象者：認知症サポーター養成講座を修了されている方）
期間：8月27日(土)〜9月29日(木)
②武豊町役場ロビーにて認知症
※③〜⑤に関しましては事前申し込みが必要
啓発特設コーナー設置
詳細は「8月1日号の広報たけとよ」をご覧
期間：9月1日(木)〜9月30日(金)
ください
もしくは
「地域包括支援センター（74-3305）
」
③ 認知症サポーター養成講座
へお問合せください
④ 物忘れ予防トレーニング
「チャレンジ！
！ピラティス」と「元気アップ教室体験会」
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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

地域の子ども会と一緒に環境活動に取り組む
〜「akc.labo享栄工業」さん〜
家の外構・外まわり全体についての相談、工事のプランニングから施工ま
ですべてを行い、工事終了後もお付き合いできるような関係性を目指して
いるという、まさに地域密着の「akc.labo 享栄工業」さん。庭遊びの楽しさ
を伝えたいとの想いから、
「遊べる庭づくり」を提案。フラワーアレンジメン
ト、ハーブ講座、料理教室等を開催したり、
「食べられる庭」、
「お庭の薬箱」
を提案したりするほか、地域の子ども会の会長としても精力的に活動され
ています。
月１回取り組まれている「ＵＭＩＧＯＭＩ-ＡＲＴ」は、浜辺で拾ったプラスチッ
クゴミからアートを作り、
「楽しく地球を自分ごとで考える」ワークショップ
型のイベントで、子どもたちに大人気。
「akc.labo 享栄工業」の井上琴美さ
んが、ゴミの問題や海洋保全に関心をもつようになったのは、数年前、
「シー
浜辺で拾ったペットボトルキャップの
ガル・ヨットクラブ」再建のお手伝いをし、ビーチクリーン（海辺の清掃）の活
再利用について語る井上琴美さん
動に取り組んだことがきっかけ。
７月２５日、
「馬場仲良し子ども会」の活動として取り組まれた「ＵＭＩＧＯＭＩＡＲＴ」には、馬場区長さんも参加されていました。猛暑にも負けず、子どもたち
は自分が拾った多様な形のカラフルな素材の中から気に入ったものを思うまま
に選び、組み合わせて作品を完成。数分前に「ゴミ」として転がっていたプラス
チックが、子どもたちの豊かな感性によって「アート」に生まれ変わる瞬間は目
を見張るものがありました。
今後、
「馬場仲良し子ども会」の活動としては「竹灯籠づくり」や「餅つき会と
↑プラスチックゴミ問題についての
昔遊び」を計画されているとのこと。
「一見、バラバラなように見えますが、子ど
手作り紙芝居
も会の活動も、akc.labo 享栄工業として手掛ける様々なイベントも、すべて繋
がっているんです」との言葉からは、
「子どもたちに自然の中での体験を楽しん
でもらいたい」、
「庭遊び（自然）を通して毎日の暮らしを楽しんでもらいたい」
と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。

ヨット乗船体験

〜武豊町母子福祉会より〜

令和4年7月30日（土）に、武豊町母子福祉会は、富貴ヨットクラブ様の
ご厚意で、ヨット乗船体験を開催しました。
５艇のヨット「ペイシェス」、
「カプリス」、
「白砂」、
「ビブロス」、
「アクティブ」に分かれて、少人数での
クルージングを楽しみました。
今回、初めて参加した子どもたちからは「楽しかっ
た！」
「また乗りたい！」、昨年も参加し、今年の乗船体験を心待ちにしていた子どもからは「今
年も参加できてよかった。夏のよい思い出になった」との声がありました。感染予防対策を取
りながら開催してくださった富貴ヨットクラブの皆様、ありがとうございました。
武豊町母子福祉会は、武豊町在住のひとり親の方を対象とした、交流や楽しみの場をつく
る会です。同会では、ヨット体験をはじめ、芋ほり体験など、年間を通じて企画しています。
また、新しい会員も随時募集しています。
（入会申し込み先：武豊町社会福祉協議会 TEL 73-3104）
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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

9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 リフレッシュカフェ
11日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」

町内に在住の方

貸出期間

１５日以内

保 証 金

１,０００円

September

1日 ほっとＣａｆé（8日・15日・22日・29日）

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

12日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」(26日)

※保証金は返却
の際に全額返金

13日 いきいき元気教室（正しい歩き方の話と運動）

詳細はこちら

13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）
（27日）

福祉車両の貸出し

17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。

21日 オレンジデイズ2022（〜22日）

21日 理事会
23日 認知症サポーター養成講座

町内に在住で車いす利用をする方及び介助する方

24日 子ども会野外活動研修（キャンプ)（〜25日）

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。

25日 よし子さん家「おとなりカフェ 玉西」

貸出上限

原則週1回

対

象

29日 介護者のつどい

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）

利 用 料

手続方法

注

意

10月

詳細はこちら

October

6日 ほっとＣａｆé（13日・20日・27日）
14日 リフレッシュカフェ
10日 いこいこ笠松「おとなりカフェ 笠松」
（25日）
10日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
11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）
（25日）

15日 ひきこもり・不登校の居場所
22日 ボランティア塾

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

23日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」
24日 いきいき元気教室(尿もれ予防の話と運動)
※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6月1日〜令和4年7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

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

匿名
（１6件）

米、パン、缶詰、乾物、
甘味、果物、チーズ、
にんにく、とうもろこし、
じゃがいも、にんじん、
玉ねぎ、きゅうり、
紙おむつ、市販薬、
ウェットコットン、
車いす、お菓子、お米、
とうもろこし

缶詰・乾物・お菓子等

寄

付

あいち知多農業協同組合

米・お茶漬け・お菓子等

者

武豊事業部

株式会社 ＪＡファームちた
株式会社

地酒の米利

連合愛知知多地域協議会
愛知県労働者福祉協議会知多支部
絵手紙教室（冨貴）
中村

一美千

大原

悦子

寄 付 金 ・ 寄 贈 品

知多米（あいちのかおり）
花の苗
紙パック(お茶)
３，
８７７円
２２，
３４０円
４，
０００円
なべ敷き、ようじ入れ
マスク、消毒用品
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体験

令和 4 年度ボランティア体験講座

ボランティア塾

今年度の体験期間は 1 か月！16 団体＋5 事業で体験できます。

こんな方に
おススメ

◎ボランティアに興味はある
けど何をどう始めていいか
わからない方
◎今やっているボランティアと
は違うこともやってみたい
◎ボランティア活動で地域と
つながりたい
↑絵本読み聞かせ体験

1回目

↑配食体験

↑ゴミ拾い体験

10月22日（土）10時〜12時 （思いやりセンター）

（元日本福祉大学准教授 木全克己氏）
講話『ボランティアの楽しみ方』
ハーモニカボランティアの演奏・昨年受講者の体験談など

2回目

3回目

11月1日（火）〜11月30日（水）
（団体・活動ごとの場所）

ボランティアセンター登録団体のボランティアに参加する
ボランティア活動体験（気になる活動一つ以上）

12月10日（土）10時〜12時 （思いやりセンター）

体験の感想発表や、今後の活動についてなどの座談会

『コーヒークラブたけとよ』
によるハンドドリップコーヒー付き
【受 講 料】無料
【定員】15名
【対
象】どなたでも ※原則3回とも受講できる方
【受付開始】9月20日（火）9時（TELまたは右記申し込みフォーム）

外貨募金始めます

気になるボランティアを
体験してみませんか？
（申し込みフォーム）

家で眠っている外貨で社会貢献！

9 月 1 日より受付開始

寄せられた募金は社会福祉協議会が実施する地域福祉活動のために利用します。
【対象通貨】 米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォン ➡ 紙幣・コイン
（台湾・香港・シンガポール）ドル・タイバーツ・ベトナムドン ➡ 紙幣のみ
※その他の外貨も、ユニセフや国際 NGO などに寄付され福祉活動に活かされます。

☺ 配食ボランティアさん募集中 ☺
私たちと一緒にお弁当と笑顔をお届けする配食ボラン
ティアを始めてみませんか？ボランティア活動にご興味のあ
る方、お気軽に武豊町社会福祉協議会にご相談ください。
担当：犬塚・出口
住 所：武豊町長尾山2 TEL：0569-73-3104
メール：info@taketoyo-shakyo.com

お詫びと訂正
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↑活動の様子

お待ちして
おります♥

↑配食ボランティアについて

たけとよのふくし 7 月 1 日号の「武豊町社会福祉協議会の決算概要」(p.3) に誤りが
ありました。お詫びして訂正いたします。
【訂正後】
（収入の部）（単位：円）（支出の部）（単位：円）

「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。

