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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

１０月に、子どもの
居場所づくり事業
として行われた
芋掘り体験の様子

武豊町
社協HP
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おしえて弁護士さん！

ボランティアフェスタ
あなたの探しているボランティアがみつかる

聴き方講座
より良いコミュニケーションに役立つ

よくある  騒音、においのトラブル解決方法

子ども食堂講座のご案内
広げよう！子どもの居場所

プロが教える！
美味しいコーヒーの淹れ方講座
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　皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　日頃より、社会福祉協議会の運営につきまして、ご理解とご協力をいただき、心から
厚くお礼申し上げますとともに、今後ともご指導くださるよう、よろしくお願いします。
　私たちは常に、一人ひとりが安心して暮らせる地域づくりのために、地域の方々と共
に考え、共に作り上げていく福祉を目指して活動しています。また、社会福祉協議会は、
民間団体でありながら社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であ
り、社会福祉事業を経営する者、社会福祉活動を行うものが参加すること」が規定され、
かつ、その事業に「住民の社会福祉活動への参加促進」が規定されています。
　住民の方々の参加を基本に、幅広い分野の関係者に支えられ、行政の支援を受けて
いる組織であり、住民全体の地域福祉を推進する団体として位置づけされていますの
で、これからも職員一同は、地域福祉活動の場づくり、仲間づくりなどの援助や、社会
福祉に関わる機関の連携を進めたり、「具体的な福祉サービスの企画や実施」を行って
まいりますので、一層のご支援を賜りますようお願いします。

　昨年の１０月１日から実施しています赤い羽根共同募
金運動は、みなさまの温かいご支援ご協力により、こ
れまで多くの募金をいただきました。
　この運動によりお寄せいただきました募金は、武豊
町を良くする活動（福祉映画会・ひきこもり講座・ジュ
ニアリーダーの育成・生活支援ボランティア・福祉教
育など）に役立てられます。
　募金活動にご協力いただきましたみなさまに、厚く
お礼申しあげます。
　赤い羽根共同募金は、３月３１日まで募金運動を行っ
ていますので、引き続きご協力をお願いします。

●赤い羽根共同募金内訳

募金種別 募金額（円） 実 施 内 容
戸 別 募 金
イベント募金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
そ の 他
合 　 計

4,027,947
143,669
305,600

0
58,660
77,977

4,613,853

戸別世帯を対象とした封筒募金
産業まつり、図書館フェスタ
会社・事業所
小中学校・高等学校
役場関係施設
団体募金・窓口募金　等

武豊町社会福祉協議会
会  長  中川美知夫

年 頭 の ご あ い さ つ

赤い羽根共同募金のご報告赤い羽根共同募金のご報告
11月30日現在

赤い羽根共同募金の使いみち （一部事業を紹介）

スマホ教室

◆支え合い体制づくり事業
・おとなりカフェ
気軽に集まり情報交換ができる異世代交流の場づくり。現在4か所運営。
★おとなりカフェ北山【新】 ★おとなりカフェ上ケ（おいでぁ三井家）
★おとなりカフェ富貴笠松（いこいこ笠松） ★おとなりカフェ玉貫西（よし子さん家）

◆当事者等支援事業
・リフレッシュカフェ
悩み事のある人や当事者の家族が安心して集い、情報を得たり、リフレッシュ
できる場を提供しています。
　　  毎月第2金曜日（変更有）10時15分～12時30分 　　     中央公民館

・ひきこもり・不登校を考える講座
ひきこもりで悩む本人や家族が相談につながる機会とすることや、ひきこもりや
不登校問題について正しい理解を深めるために開催しています。
　　  年１回（2月）　　　  中央公民館

◆福祉教育推進事業
・ふくしふれあい広場【新】
差別や偏見をなくしともに支え合う地域社会の構築を推進する
ために、小学校区ごとに福祉やボランティア活動についての体
験型福祉教育を提供することを目的に実施します。
　　  年2回（今年度は、富貴小学区・衣浦小学区で開催）
　　  各地域

・福祉映画会
「ふだんのくらしのしあわせ」のために、町民の方々が福祉に
興味をもつ機会として実施しています。
場   所年１回（1２月）　場所  中央公民館

日時 場所

実施

実施
場所

場所

実施 場所

おとなりカフェ北山（おいでん北山）

ふくしふれあい広場

◆ボランティア体験講座
・聴き方講座
・大学生が教えるスマホ教室
日常生活に関わることや、ボランティア活動に役
立つ講座を実施しています。

◆生活支援サービス事業
・くらし応援隊
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、日常
生活の「ちょっとした困りごと」を住民同士で助け
合います。

（ ） 富貴小学校区/
 東大高公民館



防災ボランティアコーディネーター養成講座

プロが教える！ 
美味しいコーヒーの淹れ方講座
プロが教える！ 
美味しいコーヒーの淹れ方講座

災害が起きたら私たちの生活はどうなるの？災害が起きたら私たちの生活はどうなるの？

日　時

場　所

対象者
参加費

講　師

申込み

日　時
場　所
定　員
参加費
申込み・問合せ

２月１２日（日）　
１０時～１６時（受付９時３０分～）
武豊町地域交流センター　
２階多目的室
武豊町に在住、在勤、在学の方
無料
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　豆の種類や、ドリップの仕方、コーヒーに合うお菓子などを、実際に話を聞き、体験する
ことで、ご家庭で飲むコーヒーをより美味しくしてみませんか！
　ボランティアグループ「コーヒークラブたけとよ」では、今回、自家焙煎ＣＡＦＥ香房さん
を講師に招き、講座を開催します。コーヒーの味や、香りを楽しみながら一緒に学びましょう。

　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。
　詳細については、下記募集案内をご覧ください。

　みなさんのご応募をお待ちしています。

近年、全国各地で災害が頻発し、大きな被害をもたらしています。
災害が起きた時は、身近な地域での助け合いが大きな力を発揮します。
将来の災害に備えるため、日常から取り組んでおくことを学びます。
感染症などに対応した支援方法についても学びます。

Ｑ : 防災ボランティアコーディネーターとは？
Ａ : ボランティアと被災住民の要望を聞き、支援
活動が円滑に行われるように調整を行う方
です。

2003年から滋賀県朽木村・高島市社会福祉協議会で地域福祉・ボランティア活動
の推進業務を担当。2017年からローカリズム・ラボという名称で全国の行政・社
協・NPO・企業等対象に地域福祉、ボランティア、まちづくり、災害支援に関する講
演・コンサルティング業務を行うとともに、全国各地で発生した災害の支援を多数
行っている。

２月２５日（土）１８時３０分～２０時
自家焙煎ＣＡＦＥ香房（長尾山４９－１ 長尾山ビル 1階）
１５名 （申し込みは1月14日㈯より開始）
５００円（おみやげ付き）

２月３日（金）までに、メール、電話、FAX等で申し込みください。
※新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては、講座を中止する場合があります。
　中止の場合は武豊町社会福祉協議会のホームページにてお知らせをします。

⇧申し込みコード

令和４年度武豊町社会福祉協議会（地域包括支援センター）
常勤職員の随時募集について

⑴ 募集職種 常勤職員２名（保健師又は、介護支援専門員の方）
⑵ 応募方法 郵送または持参で下記提出先へ提出
⑶ 受験資格 ４０歳以下の方（昭和５７年４月２日以降に生まれた方）
  資格要件あり
⑷ 申込期間 随時募集中
⑸ 試 験 日 一次試験（筆記試験等）、二次試験（面接試験）
試験日については、申込後、決定し、お知らせします
採用日については、令和４年度途中採用又は、令和５年４月１日を予定しています

ローカリズム・ラボ　代表　
井岡仁志 氏（社会福祉士・日本地域福祉学会会員）

コーヒーくらぶたけとよ  代表  久田高誌（080-3645-2076）または右の申込コード

おみやげ
付き

現役世代向
け



武豊社協ヘルパーステーションだより 

　明けましておめでとうございます。まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしですか？
　風邪を引きやすいこの時期、免疫力を高めて元気に過ごしましょう！免疫力を高めるには食材を上手に活用し
て「消化・吸収力を高める」「便通を良くする」ことが大切です。

≪作り方≫
① しめじは石づきを落としてラップに包み、600Ｗのレンジで30秒加熱する。
 粗熱が取れたら、食べやすくほぐす。
② 大根はすりおろして水けを切る。
③ 納豆とポン酢しょうゆで混ぜ合わせて
 出来上がり。

≪材料（1人分）≫
納豆 ………………………１パック（40ｇ）
しめじ…………………約１/３パック（30ｇ）
大根 …………………… 約２ｃｍ（100ｇ）
ポン酢しょうゆ …………… 小さじ１杯半

☆納豆としめじのおろし和え☆

vol.4免疫力を高める簡単レシピ！

・ 大根おろしは消化を助け、しめじと納豆の食物繊維は便通を良くする効果があります。
 ごはんやうどんにのせて食べるとおいしいですよ☆
・ 大根おろしは小分けにして、密閉容器で冷凍しておくと、サッと作れて便利です！
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　隣近所で生活騒音や臭いなどが原因でトラブルが起きるこ
とがあります。一時的なことでなく毎日のことになると、かな
り気になる場合もありますが、他方で、日常生活を送る上で
は、一定の範囲で騒音や臭いなどはどうしても発生してしま
い、お互いさまという側面があります。
　法的には、社会通念（「常識」と言い換えてもいいかもしれません。）から考え
て、がまんできる範囲ならがまんして、がまんできないレベルの場合は、騒音やに
おいを発生させている人に対応を求めることになります。

　この、がまんできる範囲を「受忍限度」といいますが、具体的にどこまでが受忍限度の範囲内かは具体的な事情に
よりさまざまです。騒音のケースでは時間帯や騒音の原因などにより、受忍限度の範囲内かどうかは変わってきま
す。赤ちゃんの泣き声なら、受忍限度内とされることが多いと思いますが、深夜に毎晩、ステレオの音量を必要以上
に上げて聞いている場合は、受忍限度の範囲を超えるとされることもあるでしょう。
　このように近隣関係のトラブルの中には、どちらが正しくてどちらが間違っているのかを明確に線引きできない問
題が多くあります。また、これからも近隣住民同士として、その地域で共に生活していくことを考えると、関係がこじ
れてしまうことも、できるだけ避けた方がいいと思います。そのような意味で「話し合い」で解決した方がいいケー
スがあり、そのための手段として簡易裁判所に「民事調停」という手続があります。裁判所が結論を出すのではな
く、第三者である調停委員が、両方から話を聞いて、折り合える解決策を探るのが調停手続です。話し合いですの
で、双方が納得しなければ問題は解決せず、そこに限界はありますが、決定的な対立関係に立つことをできる限り避
けて話し合いをすることができるという点で、近隣トラブルの解決手段としては優れた制度です。弁護士に依頼しな
くても調停の申立をすることは十分に可能ですから、近隣トラブルに巻き込まれてしまったような場合は「民事調
停」の申立を検討されてはいかがでしょうか。 矢野法律事務所　弁護士　矢野和雄

教えて弁護士さん！
【よくある騒音、においのトラブル解決方法】

矢野和雄弁護士

ひとことメモ
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　誰でも参加できる通いの場「おとなりカフェ（おいでん北山）」が11
月5日（土）北山区の構造改善センターにオープンし、子どもからお年
寄りまで約100人が参加しました。
　この通いの場は、北山区に住む小島喜代子さんがコロナ禍にあって
地域の住民の外出機会が減ったこともあり、「北山区の住民が歩いて
行けるところに誰でも参加できる場所をつくりたい」との思いを北山
区の住民と社協で話し合い、形となったものです。開催当日は、健康体
操、わたがしづくり体験、地域で取れた野菜の販売やハンドドリップ
コーヒーの提供が行われました。小島さんは「北山区は最近若い人の
転入が増えてきた。他方、高齢者の一人暮らしも多い。おとなりカフェ
に参加することで、お互いが顔見知りになり、支え合える地域にしてい
きたい」と思いを話してくれました。
　おいでん北山は、今後毎月第2土曜日の10時～11時30分で開催予
定です。

第二十五回

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。

北山区に新たな通いの場立ち上げ
おとなりカフェ（おいでん北山）に100人が集う

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

問合せ：武豊町社会福祉協議会　ＴＥＬ 0569-７３-３１０４

地域包括支援センターコーナー

　町内在住の人を対象とし、体操を通じた介護予防活動として「体操サロン」を行っています。
　「みんなで一緒に体を動かしたい！」「地域で何か活動をしたい！」と考えている皆さん！体操サロ
ンで一緒に活動をしてみませんか？
　運動を通じた仲間づくりや健康づくりに興味がある人ぜひご連絡ください。

わ
た
が
し
づ
く
り
体
験
の
様
子

野菜販売の様子

体を動かして元気モリモリ！
「新★体操サロン」運営ボランティア募集！

武豊町地域包括支援センター（武豊町役場敷地内　思いやりセンター）
電　話 ： 0569-74-3305　　FAX ： 0569-74-3344
メール ： houkatu@taketoyo-shakyo.com
休　日 ： 土日祝日（年末年始12月29日～1月3日）
対　応 ： 8時30分～17時まで（水曜日のみ19時まで可）

問合せ先・申込み先



　「働ける居場所」は、心や身体、お金、ひきこもりなどの課題を抱えながら、社会参加や働くきっかけ
を探している方のための居場所として、令和４年４月にＪＲ半田駅近くに開設されました。
20代から80代までの様々な方が参加されていて、お金が受け取れる軽作業や、パソコン体験、楽しみ
としてのものづくり体験が出来ます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　

申込み・問合せ

ひきこもり・不登校を考える講座

「働ける居場所」で、きっかけづくり

申込フォーム

日　時
場　所

日　時

場　所

内　容

対　象

申込み

対象者 参加費

講　師

２月４日（土）　９時３０分～１２時（受付は９時１５分～）
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
どなたでも　　　　　　　　　無料

一般社団法人　あいち福祉振興会　「働ける居場所　安昌堂」

半田事業所長　田 窪 英 樹　氏　【社会福祉士・１級ファイナンシャルプランニング技師】

１月２４日(火)までに、申込フォームもしくはメール、TELにて申し込みください。
※新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては、講座を中止する場合があります。
　中止の場合は武豊町社会福祉協議会のホームページにてお知らせをします。

　武豊でボランティアをしてみたい方、ボランティアをしたいけど、
どんなボランティアがあるか分からない方、ぜひご参加ください。

ボランティアフェスタ　

３月４日（土）　９時３０分～１２時

中央公民館　講堂　

武豊町内のボランティア団体による団体紹介
ボランティア団体との交流会等

ボランティアに興味のある方
現在ボランティア活動をしている方

電話、メール、
右の申込フォームにて
1月 5日（木）申込開始
２月１７日（金）申込締切

無料

武豊町社会福祉協議会
TEL：0569－73－3104　 E-mail：info@taketoyo-shakyo.com

申込フォーム

参加者
大募集！

ボランティ
アで

つながろう
！

申込み・問合せ

参加費

あなたの探しているボランティア見つかる！
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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

（10月1日～11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
（３３件）

武豊町担い手育成総合支援
協議会
ＪＡ武豊農畜産物品評会
周戸　春治

柴田　佐知子

武豊　トガリ
武豊町身体障害者福祉協議会
武豊町立図書館
コーヒークラブたけとよ
重金　洪平
匿名(2名)

白菜、かぶ、キャベツ、
ラディッシュ
野菜等27品目
はがき、切手

食料品
２０，０００円
２，５４２円
１，２３９円

１００，０００円
２３，６８８円

干しシイタケ、
即席みそ汁、

ふりかけ、乾麺
スポーツドリンク

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

 8日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
 9日 いこいこ笠松「おとなりカフェ笠松」(23日)

 10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）（24日）

 12日 ほっとＣａｆé（19日、26日）
 11日 評議員会
 13日 リフレッシュカフェ
 14日 おいでん北山「おとなりカフェ北山」
 22日 よし子さん家「おとなりカフェ玉西」
 19日 もの忘れあつまりの場
 21日 ひきこもり・不登校の居場所
 27日 生活支援ボランティア交流会

1月 2023　January

 2日 ほっとＣａｆé（9日、16日）
 4日 ひきこもり・不登校を考える講座
 10日 リフレッシュカフェ
 11日 おいでん北山「おとなりカフェ北山」
 12日 おいでぁ三井家「おとなりカフェ上ヶ」
 13日 いこいこ笠松「おとなりカフェ笠松」（27日）

 14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）（28日）

 16日 もの忘れあつまりの場
 18日 こども食堂講座
 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」
 22日 介護者のつどい

2月 2023　February

※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。

玄米、米、調味料、乾燥おから、レトルト食
品、インスタントラーメン、ホットケーキミッ
クス、菓子等、果物(柿、みかん)、木工製品、
野菜(大根、さつまいも、かぼちゃ、水菜、白
菜、里芋、チンゲン菜、とうがん等)、麻雀/
将棋/囲碁セット、花札、ベルマーク、下着、
靴下、衛生用品、シャンプー、

防災備蓄品

岩部建設株式会社
株式会社　三菱ＵＦＪ銀行　
武豊支店
ＡＧＣ株式会社　愛知工場
ＮＰＯ法人ほがらか企画　
旬菜耕房ほがらか
ａｋｃ.ｌａｂｏ　享栄工業
日油株式会社　愛知事業所

防災備蓄品
パスタ(乾)、韓国のり、缶詰、
菓子等
防災備蓄食品

ピーマン、さつまいも

国産豚小腸モツ
保存非常食(アルファ米、パン)

菓子・インスタント麺

保存非常食
(アルファ米、パン)

米

利用料無料

利用料無料
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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

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。

あなたとボランティアを
つなぎます

住　所：武豊町長尾山2　TEL：0569-73-3104　
メール：info@taketoyo-shakyo.com ボランティア一覧↑

ボランティア体験
『ポイ捨てゴミ拾い隊』　
体験の様子→

あなたの空き時間で気軽にボランティアしませんか？

申込み
問合せ

日　時
場　所
内　容

対　象

申込み

2月27日(月)　13時30～ 15時30分
保健センター　2階　視聴覚室　
「傾聴」って何？「聴く」と「聞く」の違いって？
傾聴のテクニックを体験してみよう(傾聴体験)
町内在住、在勤の方(年齢不問)
傾聴ボランティアに関心のある方
電話もしくは右の申込フォームにて
1月11日(水)より申込み受付開始

聴き方講座　参加者大募集！

子ども食堂講座

より良いコミュニケーションに役立つ

武豊町社会福祉協議会
TEL：0569-73－3104　

講師
新見公立大学
小松尾　京子准教授

参加費 無料
定員20名
（要予約）

申込フォーム

　話を「聴く」とはどういうこと？より良いコミュニケーションに役立つ傾聴の
ポイントについて体験を交えながら学ぶことができます。
　また、講座を受講した人に後日傾聴ボランティア活動(見守り隊ボランティア)
の実践体験のご案内をさせていただきます。

♦ 講演「つながる・支える みんなの子ども食堂」
  　　 ～わいわいこども食堂の実践～
 講師：わいわい子ども食堂プロジェクト運営委員長　杉崎 伊津子氏

♦ 武豊町の子ども食堂(居場所）紹介
♦ グループワーク・交流

武豊町社会福祉協議会　☎ 0569 -73 -3104

いま
子ども食堂に
携わっている方

子ども食堂を
始めて
みたい方

子ども食堂に
興味のある方

参加費
無料

場 所　武豊町思いやりセンター２階(役場敷地内）      　 30名 (要申込)定 員

10時～12時

申込フォーム

２月１８日（土）

※ 申込みは、電話もしくは右の申込フォームからお願いします

広げよう！ 子どもの居場所
プ
ロ
グ
ラ
ム

申込・問合せ   

（1月5日㈭開始・2月6日㈪締切）


