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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

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

8月に、行われたサマーボランティ
アスクールでの保育園ボランティア
体験の様子
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親子ふくし映画会の案内

赤い羽根共同募金
協賛児童生徒作品コンクール結果

「トムとジェリー」の鑑賞、
ゲームや健康チェックも

プチ講座
すぐにマネできる掃除ワザ
たけとよくらし応援隊　
令和４年度上半期活動報告会＆交流会

法人会員紹介
「岩部建設株式会社」さん
ものづくりの仕事を通じて地域社会に貢献



　１０月１日から、区長さんを通じて「戸別募金」にご協力いただき、ありがとうございます。皆さ
まからお寄せいただきました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。
　募金をしていただける方法として、町内店舗前で呼びかける街頭募金や町内イベントで呼
びかけをするイベント募金などもあります。下記会場にて募金活動を行いますので、ご来場の
際には、ご協力をお願いいたします。
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武豊町共同募金委員会より

赤い羽根共同募金 協賛児童生徒作品コンクール結果
　私たちの町をみんなの力で明るく安心して暮
らせる地域にし、子どもたちの社会福祉に対す
る理解をより一層深め、「たすけあい」の心を育
成するためにコンクールが行われました。令和４
年１０月1日（土）～１０月１６日（日）の期間中､入賞
作品を武豊町立図書館に展示しました。

　９月２４日（土）に、武豊町母子福祉会は、「ひとり親家庭応援企画　お米
と食料品等をプレゼント」を開催しました。お米や食料品（缶詰、乾麺、和
菓子等）、ゴミ袋などのほか、社会福祉協議会の協力により、住民の皆様
からの寄付でいただいたお菓子やマスク等をお渡ししました。
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響は、収入の減少や育児の負担
として重くのしかかり、特に育児と仕事を担う、ひとり親家庭に大きなダ
メージを与えています。加えて、最近の物価高騰により、平常時から経済
面、生活面で大変なひとり親家庭においては、さらに大変さが増している
状況にあります。今回は、「令和４年度ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」緊急助成を受けて実施しまし
たが、今後も引き続き、このような取り組みを行っていけたらと考えています。
　武豊町母子福祉会は、武豊町在住のひとり親家庭の方を対象とした、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、年間を通じて様々な企画を行っています。また、新しい会員も随時募
集しています。

○イベント募金の実施（予定） ○街頭募金の実施（予定）
日　程 １１月３日（祝・木）
時　間 １３時～１5時30分
場　所 図書館フェスタ２０２２会場
 武豊町立図書館入口

日　程 １１月１２日（土）・１３日（日）
時　間 １０時～１５時
場　所 産業まつり会場
 武豊町民会館　ゆめたろうプラザ

日　程 １２月１０日（土）　　　　　　
時　間 １０時～１１時　　　　　　　　　　
場　所 ドン・キホーテ武豊店　

愛知県共同募金会銀賞
　樋口　咲那（武豊中学校２年）
愛知県共同募金会入賞
　筒井　沙紀（武豊中学校３年）
　鳥居　芽琉（武豊中学校２年）

武豊町共同募金委員会長賞
　向澤　希優（衣浦小学校４年）
武豊町社会福祉協議会長賞
　厚味　奈幸（富貴中学校１年）

【ポスターの部】

【書道の部】

愛知県共同募金会入賞
　岡村　友愛（衣浦小学校３年）
　古橋　杏珠（衣浦小学校５年）
　山下　杏奈（富貴中学校３年）
武豊町共同募金委員会長賞
　戸田　篤志（緑丘小学校３年）
武豊町社会福祉協議会長賞
　佐々木大輔（武豊小学校１年）

「お米と食料品等をプレゼント」

（入会申し込み先：武豊町社会福祉協議会　TEL 0569-73-3104）

 ～武豊町母子福祉会より～



　去る8月8日（月）、午前と午後の2回に分けて、スマホを持っていない方向けの
『はじめてコース』と、スマホは持っているけれど操作に自信がない方向けの『基
礎コース』を実施しました。『基礎コース』は申し込み受付開始30分程で満席にな
るほど盛況で、「スマホを持ってはみたものの使い方がわからない」という方の
多さがうかがわれました。
　講師にソフトバンクのスマホアドバイザー、サ
ポーターとして日本福祉大学のサークル『スマ

イルコネクト』の皆さんにご協力をいただきました。孫世代の若者との交流も
生まれ、和やかで温かな雰囲気の中で終了しました。
　わからないこと・知りたいことは人それぞれ。それに対応するための相談会
の実施を検討中です。続報をお待ちください。

　サマボラに参加して本当に良かったで
す。私は、はと組さんと一緒に遊んだり、お
昼寝のお手伝いをさせてもらいました。
　はと組さんのみんなは元気いっぱいでとてもかわいくていやさ
れました。私が、絵本や紙しばいを読み聞かせしたとき、みんな真
剣に見て聞いてくれてとてもうれしかったです。初めて、紙しばい
の読み聞かせをやったのでできるか不安でしたが、最後にみんな
から「ありがとう」といわれた時読んでよかった！と思いました。
　そして、子ども達のお昼寝のお手伝いも初めてやらせてもらっ
て最初寝てくれるかなあと思いましたが、ぐっすり寝てくれて安心
しました。
　今日の体験は、初めてだらけで本当にいい体験ができました。
　最初から最後まで笑顔がかわいくてこっちまで笑顔になりまし
た。本当に楽しかったです。

～参加者の感想～
◇ 楽しく受けることができました。いろいろなことができてとても
 便利なことがよくわかりました。（はじめてコース）
◇ 地図で行き先を調べるとき、文字を打たなくても音声で
 入力できるのは、とても便利で簡単だと思った。（基礎コース）

　「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ます。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 11月26日（土）　
雨天時は12月 3日（土）
９時　名鉄知多武豊駅　改札前
１５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）

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

日間賀島ウォーキング
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

　高校生以上を対象とした、夏休みを使ったボラン
ティア体験「青少年等サマーボランティアスクール」
（通称・サマボラ）を8月17日より8月31日まで行い
ました。
　サマボラは、福祉施設や地域でのボランティア活
動を通し、福祉への意識を高め、福祉に関する課題
に気付き、考えてもらうきっかけをつくる体験です。
　今年度は50名程度の参加があり、参加者は、以下
の町内施設・団体でボランティア活動を行いました。

○実施施設・団体（順不同）
武豊町デイサービスセンター砂川・北部南部子育て支援セ
ンター・武豊町立保育園・北中根こども園・武豊町多賀授産
所・武豊町憩いのサロン・自助具たけとよ

～青少年等サマーボランティアスクール～ ◎参加者感想文

参加者募集

電話：０７０－２６６９－０５９０（鈴木）
11月16日（水）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ください

※別途昼食代が必要となります

体験施設：わかば保育園
体 験 者：高校３年生

高校生が夏休みにボランティア体験高校生が夏休みにボランティア体験

スマホ教室、大盛況のうちに終了！！スマホ教室、大盛況のうちに終了！！
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　「建設」というものづくりの仕事を通じて地域社会に貢
献されており、町内でも、武豊町屋内温水プール、武豊町立
図書館、特別養護老人ホーム武豊福寿園など多彩な施工実
績をもつ岩部建設さん。他にも、工場や高層建築、分譲マン
ションなど様々な建物の施工や道路新設・改良、橋梁築造・
整備、宅地造成などの社会インフラ整備に携わってみえま
す。また、CSR（企業の社会的責任）活動に積極的に取り組
まれ、サイエンストーク、水辺クリーンアップ、防災活動、交
通事故防止活動など、その活動は多岐にわたっています。
　サイエンストークは、「地元企業の技術者から学ぶ地元
密着サイエンス」という大きなテーマのもと、NPOたけとよ、武豊町教育委員会主催により開催されている講座。
2021年3月、４回目のサイエンストークでは「道路の科学～道をつくる道のり物語～道路ってどうやってできる
の？」と題し、道路の歴史や道路標識の見方、道路のアスファルトとその下の見えない部分はどうなっているのかな
どを小学生の皆さんにお話しされています。2022年6月には、富貴ヨットハーバー付近の清掃活動を行う「水辺ク
リーンアップ大作戦（富貴）」に継続して参加。防災の日にあたる9月1日には、全社防災訓練を行うとともに、シェイ
クアウト訓練を実施。防災関連に力を入れ、災害時に要請があればすぐに出動できるよう積極的に防災訓練に参加
されています。本社ビル隣６階建のサンロックは、武豊町との協定により、津波避難ビルに指定されているとのこと
です。そのほかにも、ペットボトルキャップを集めて持参されたり、食品を寄付してくださったりと、武豊町社会福祉
協議会とのつながりも深く、「地域に根差して、地域と一緒に発展していければ」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。

　福祉や健康づくりを自分ごととして一緒に考える機会を作ろうと、社会福祉協議
会が地域の医療・福祉事業所、町内外の企業、ボランティア団体らとの共同開催イ
ベント「ふくしふれあい広場」を９月１０日、東大高公民館で行いました。富貴小学
校区の子どもから高齢者までの住民約２００人が参加しました。

　認知症の人の視点を体感する「認知症VR
体験」や、骨密度や肌年齢、リハビリ専門職に
よる健康チェックの他、ラムネ菓子づくりや
ボッチャ体験などが行われました。
　同広場は、今後も小学校区で順次行っていく予定です。今年は１１月２３日
(水・祝)に衣浦小学校区の住民を対象に地域交流センターにて開催予定です。

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

～岩部建設株式会社さん～

津波避難ビルの
マーク
サンロック

福祉や健康づくりを身近に楽しんで
富貴小学校区で「ふくしふれあい広場」開催

認知症VR体験

健康チェック

ラムネ菓子
づくり
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【富貴小学区の協力団体】
社会福祉法人 福寿園、 (株)ウィル、 身体障害
者福祉協議会、中北薬品株式会社、 株式会社
ヤクルト東海、わっぱ知多共働事業所、スポー
ツ推進委員、コーヒークラブたけとよ、ボラン
ティアサークルひだまり、(医)榊原  老人保健
施設 榊原、あいこむ/EyeCOM、ヘルパー
サークルCHANGE
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　利用者の皆さんが創作活動などで製作した作品を授
産所内に展示します。個性豊かな作品をご覧ください。
また、当日は授産製品販売も行います。
　ご来場お待ちしております。

Taga Art Festival  2022
たが芸術祭を開催します。
「この日多賀授産所は美術館になります。」

令和４年１２月１１日（日）　
９時３０分～１２時
多賀授産所（武豊町字多賀４－１）

日時

場所

 【地域福祉サービスセンターコーナー】

～日常生活自立支援事業 社協ができるお手伝い～
障がいがある方や判断能力に不安のある高齢の方で、
次のようなことで困ったことはありませんか？

※当日は、マスク着用でお願いします。新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、入場制限をさせていただく場合
があります。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、イベント開
催を中止させていただく場合があります。

このような時に、住み慣れた地域で安心
して暮らしていけるようにお手伝いをす
る『日常生活自立支援事業』があります。
（利用料が必要）自分ひとりで判断する
ことが難しく、お困りの時は、ぜひ社会
福祉協議会にご相談ください。

近くにどんな施設が
ある？利用したいけど、
利用料はいくら？
手続きは難しい
のかな？

お金の使い方が不安。
   きちんと支払いが
    できているかな？

通帳やハンコ、
年金証書を
どこに置いたか
忘れちゃうわ。

通帳や
書類などの
お預かり

日常的な
金銭の管理

福祉サービスの
利用援助



　子どもたちに食事や居場所を提供する「子ども食堂」は、全国で6,000か所
以上あり、武豊町でも現在４か所で行われています。そのような中、武豊町社
会福祉協議会が「あいち子ども食堂応援ステーション」に認定されました。あ
いち子ども食堂応援ステーションとは、企業、個人などから提供を受けた食材
を一時的に保管し、地域の子ども
食堂等に配布する機能を有する
各地域の拠点です。今後、食料品
等の提供があった際は、地域の子
ども食堂などに渡していきます。
　食料品の寄付は随時受け付け
ていますのでご協力ください。

第二十四回

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。

子どもの居場所づくりを応援！　
あいち子ども食堂応援ステーション

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

１２月２日～２月２４日 毎週金曜日(計12回)
９時３０分～１０時４５分
中央公民館  ２階  第２和室
１０人 (事前予約制)

～もの忘れ予防トレーニングに参加してみませんか？～

※参加費 １，０００円/全日程
　参加対象 ６５歳以上の方
　申込み １１月８日(火) ９時から！！

チャレンジ！！  ピラティス
もの忘れ予防トレーニング

日  程
時  間
会  場
定  員

申込み・問い合わせ   地域包括支援センター ☎０５６９-７４-３３０５

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。

ピラティスってなに?

[講師] 

運動が苦手でも 楽しみながら
頭と体を動かせます！

ヨガマットもしくは
バスタオル持参！！

眞下  雅貴さん
（マットピラティス認定講師)

問合せ： 武豊町社会福祉協議会　ＴＥＬ 0569-７３-３１０４
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武豊町社会福祉協議会 行事等の予定
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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4年8月1日～令和4年9月30日）　

寄付御礼

寄 　 付 　 者寄付金・寄贈品寄 　 付 　 者 寄付金・寄贈品

（敬称略）

匿名
（１8件）

ＮＰＯ法人ほがらか企画

知多東理容組合

株式会社武豊重機
(碧海信用金庫　私募債）
永田　恭久
木田　みどり
岩川　佳弘
武豊町身体障害者福祉協議会
カラオケ喫茶　演歌ごころ
朝岡　喜代治
匿名

なす
ペットボトルキャップ、

ベルマーク等

綿菓子機

米
米
米

４，０００円
３１，７００円
２０，０００円
１，４７８円

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。

詳細はこちら

詳細はこちら

 1日 知多５町老人クラブいきいき連合会グラウンドゴルフ大会(予備日2日) 
 8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）（22日）
 8日 ちょっとよってきん長尾東
 10日 ほっとＣａｆé（17日、24日）
 13日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
 14日 いこいこ笠松「おとなりカフェ笠松」(28日)
 15日 武豊町老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会(予備日16日)
 16日 いきいき元気教室（物忘れ予防の話と運動）
 16日 出張物忘れ相談会（ウェルシア武豊町富貴店）
 18日 リフレッシュカフェ
 19日 認知症サポーターフォローアップ講座(22日)
 19日 ひきこもり・不登校の居場所
 20日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」
 23日 ふくしふれあいひろばin大足
 24日 一歩先行く健康づくり講座
 29日 ハートフルケアセミナー（30日）

11月 2022　November

 1日 ほっとＣａｆé（8日、15日、22日）
 2日 たけとよくらし応援隊報告会 
 9日 リフレッシュカフェ
 10日 ボランティア塾
 11日 たが芸術祭
 11日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
 12日 いこいこ笠松「おとなりカフェ笠松」（26日）
 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）（20日）
 15日 いきいき元気教室(貯筋の話と運動)
 17日 ひきこもり・不登校の居場所
 17日 親子ふくし映画会
 18日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」
 20日 理事会

12月 2022　December

※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。

米、米券、乾麵等、砂糖、菓子等、野菜
(かぼちゃ、なす、じゃがいも、白ゴーヤ
等)、なべ、やかん、服薬ゼリー、ウェット
コットン、歯磨きナップ、おしりふきコッ
トン、母乳パット、おむつ、粉ミルク、
スーツケース、歩行器

防災備蓄品

ＡＧＣ株式会社　
愛知工場

三菱ＵＦＪ銀行　
武豊支店

武豊町更生保護女性会

防災備蓄品

インスタント麺、お茶漬けの素、
ゴーヤ、みかん、サラダ油、
調味料、菓子等
雑巾、清拭タオル

　

綿菓子機
乾麺、
菓子等

乾麺、調味料、菓子等米
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たけとよのふくし ※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。

「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

　字幕スーパー　手話通訳・パソコン要約筆記付き　　ヒアリングループあり

親子ふくし映画会
トムとジェリートムとジェリー
日　時： 12月17日(土) 9時30分～ 11時30分(換気休憩あり)
場　所：武豊町中央公民館  講堂
対　象：武豊町在住の方（定員150名）
入　場：無料 入場には整理券が必要になります。
   整理券は11月10日（木）9時から社会福祉協議会窓口にて配布、
   もしくは右の申込みフォームからも申込みできます。
問い合わせ： 武豊町社会福祉協議会
 （☎ 0569-73-3104）

© 2020 Warner Bros. All Rights Reserved.

映画会終了後は、子ども向けのゲーム（2回100円）や健康チェック（無料）を行います。
時間：映画終了 ～ 13時頃まで

・ 映画会開催にあたり、武豊町社会福祉協議会策定の「地域福祉活動再開に向けたガイドライン」を踏まえた感染防止対策を講じます。
・ 新型コロナウイルス感染症などの状況により開催中止となる場合があります。 ・座席は指定席となります。（座席の番号は整理券に記載します。）
・ 申込みフォームより申込みの方には、整理券を後日申込みされた住所へ郵送します。

親子ふくし映画会は、みなさまから寄せられた赤い羽根共同募金を財源にして開催します。

クリスマスプレゼント抽選会あります

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 ボランティア団体一覧↑

ふくしふれあい広場
包丁研ぎボランティア→

申込みフォーム

射  的 輪投げ ストレス測定

肌年齢測定

骨密度測定

障がい事業所の
製品販売を行います

食料品の寄付と
ペットボトルキャップの
寄付を受け付けます
寄付をすると
ゲームチケットが
もらえるよ！ダーツ

　今年度の前半、くらし応援隊はどんな依頼に応えてきたのか？みんなで振り返りましょう。
さらに、昨年大変好評だった『お掃除のコツのプチ講座』を、今回も“ダスキン東浦”の方
に来ていただいて開催します。眼からウロコのお掃除講座、この機会にぜひ！

たけとよくらし応援隊  令和4年度上半期活動報告会＆プチ講座

プロが教える「すぐマネできる掃除ワザ」

【日 時】 12月2日（金） 13時30分～ 15時
【場 所】 思いやりセンター 2階会議室
【内 容】 ① 上半期活動報告
 ② プチ講座『プロが教えるすぐマネできる掃除ワザ ～キッチン編～』
【定 員】 30名（応援隊に関わる人もそうでない人も、どなたでもご参加いただけます。）

ボランティ
アでも

普段のお掃除でも活かせる

あなたの特技をボランティアで活かしてみませんか？

ダスキンのスポンジ
プレゼント！

参加費
無料

せんべい・パン・
わたがし     

 など

実写版


