
保見ボランティアコクリコ 
第2回Make a CHANGE Day
ほのぼの「ちょボラ」賞受賞!

　昨年 10 月 23 日に行われた「一緒にやろまい ! 図書整理とゴミ拾い」と
いう活動が見事上記の賞を受賞されました。おめでとうございます !
詳しくはMake a CHANGE Day ホームページにて
http://makeachangeday.com/
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　ボランティア同士の情報交換会と、今月は『介護技術を知る !』
をテーマにボランティアに役立つミニ学習会を開催します。
※申込み不要
■と　き 3 月 19日（土） 午前 9時 30分～ 11時 45分
 （ミニ学習会は午前 10時開始）
■ところ 崇化館交流館（昭和町 2-46）
　※会場がいつもと違いますのでご注意下さい。
　※交流館駐車場が満車の場合は昭和町駐車場をご利用下さい。
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
 電話 31-1294（日・月曜日　祝日休み） 

豊田市ボランティア連絡会議・ミニ学習会を開催します！

上郷交流館ボランティア講座 

社会福祉法人　読売光と愛の事業団　第8回読売福祉文化賞

第２回　Make a Change Day
参加ボランティアグループ募集！！

「つぶやきを形に」有言実行本舗　第3回スタディサロン
座談会“今どきのお葬式を学ぼう”パートⅡ

★

挙母小学校

昭和駐車場

サークルＫ

崇化館交流館

　豊田市在学・在住の大学生によるまちづくりサークル「とよた学生プロジェクト」が 10 周年を迎え
ました !そこでスタンプラリーをしながらゴミ拾いをやるよ !
　4月 23 日（土）は児ノ口公園に集まれ♪※申込み不要
■と　き 4 月 23日（土）午後 1時～ 3時 30分　■ところ 児ノ口公園（久保町 3丁目）
■内　容 ゴミ拾い（最後に豚汁の振る舞いあり !）スタンプラリー
■持ち物 軍手、マイ箸・マイ器（ごみの減量にご協力ください）
■主　催 とよた学生プロジェクト
■問合せ メール 10th@gakupro.jp　ホームページ http://gakupro.jp/

豊田市ボランティア連絡会議・ミニ学習会を開催します！

上郷交流館ボランティア講座 

社会福祉法人　読売光と愛の事業団　第8回読売福祉文化賞

とよた学生プロジェクト
とよたクリーンプロジェクト～みんなでとよたをきれいにし隊～

「つぶやきを形に」有言実行本舗　第3回スタディサロン
座談会“今どきのお葬式を学ぼう”パートⅡ

拡大版！

小雨決行
※中止の場合は前日午後

　6時までにホームページ

　にてお知らせします。

学プロ10周年記念イベント

ところ 児ノ口公園（久保町 3丁目）

とよたクリーンプロジェクト～みんなでとよたをきれいにし隊～



精神障がい者の生活支援施設
地域活動支援センター サン・クラブ地域活動支援センター サン・クラブ

　地域活動支援センター「サン・クラブ」は、

豊田西病院を経営する医療法人研精会によって

平成10年に設立されました。グループホーム「サ

ンビレッジ」や就労継続支援 B型事業所「サン・

ワークショップ」も運営しています。

　みよし市民対象には、「青少年ホーム」におい

て相談支援と当事者活動支援も行っています。

社会復帰教室などに参加する前には、連絡が必

要です。

◎問い合わせは

豊田市保見町横山 100

電話 48-3058　FAX 48-8318 まで。
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　精神障がいや精神疾患を持つ人たちが、
地域で暮らすための生活相談や支援を行
っている施設です。

　豊田市保見町にある豊田西病院に、地域活動支

援センター「サン・クラブ」が併設されています。

ここでは、地域で暮らす精神障がい者の相談支援

事業を電話や来所で行っています。精神保健福祉

士の資格を持つスタッフは、「まず相談者の不安

を取り除き、その次に何が話したいのかを注意深

く聞くということを心掛けている」とのことです。

相談内容は、病気のことや生活していく上で困っ

ていることなどさまざまです。相談者の中には、

相談を重ねて生活に落ち着きがでると、近況を伝

えるだけのゆるやかな付き合いが生まれてくる方

もいるそうです。

　また、サン・クラブでは、当事者やその家族の

声に耳を傾けるだけでなく、精神障がい者の居場

所づくりにも取り組んでいます。

　サン・クラブ内にあるオープンスペースには、

一日に約20人ほどの利用者が訪れています。オ

ープンスペースは、月に一度の休館日のほかは、

毎日午前9時から午後5時まで自由に使えるスペ

ースです。TVを観たりゲームをしたり、利用者

同士でおしゃべりをしたりと思い思いに過ごせる

空間です。

　また、毎週金曜日の午前中には「社会復帰教室」

としてパソコン教室や料理教室、スポーツ、交流

会を行っています。料理教室では買い出しにも行

き、利用者に人気がある教室です。相談スタッフ

は、「今後はもっと気軽に、オープンスペースや

社会復帰教室などを利用して欲しいです」と話し

ます。

　精神障がいは、障がいの中でも社会での理解が

遅れている分野だと言われています。サン・クラ

ブでは、障がいの正しい知識や理解を深めていく

ことを目指し、地域で当たり前に生活できる環境

づくりや当事者への支援が欠かせないという思い

で、運営されています。　　　　　（文責　谷澤）

出会いのコラム ここでは活動されている団体についてご紹介します

団体の紹介
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ここでは活動されている団体についてご紹介します ボランティア募集！

春休みを楽しく過ごそう ! 障がい児ふれあい交流会 ボランティア募集 !

　藤岡・小原・旭地区で暮らす障がいのある子どもたちと関わってくれるボランティアを募集します。

■と　き 3 月 28日（月）・29日（火）午前 9時 30分～午後 3時 30分
■ところ 藤岡保健センター（藤岡飯野町坂口 1207 － 2）ほか
■対　象 中学生以上で障がいのある子どもとの関わりに関心のある方
■内　容 28 日 : 顔合わせ・レクリエーション
  29 日 : 五平餅作り・レクリエーション
　※会場までの送迎はありません。
　※持ち物 昼食、上履き、動きやすい服装、
  29 日参加希望者は五平餅材料代 100 円
◎申込み 3月 22日（火）までに豊田市社会福祉協議会 藤岡支所 電話76-3606（土・日曜日  祝日休み）

親子のふれあい イベントボランティア募集 !

　季節のイベントでのボランティア、特にご年配の人生経験豊富な方を大募集 !
次ページに団体紹介がありますのでぜひご覧下さい。

■と　き イベントのある日の日曜日（昼）
■ところ  旧豊田市内
■内　容 季節のイベントの手伝い（例 花育て、餅つきなど）
◎問合せ 親子のふれあい  事務局 楓原・小川　電話 37-7602 携帯 080-3669-9679

時間がなくても手軽にボランティア !「収集ボランティア」しませんか ?

　社協ボランティアセンターでは以下のものを集めています !　
捨てる前にぜひボランティアセンターへお持ち下さい。（入れ歯以外は郵送可）

・使用済み切手・メータースタンプ　・・・ 海外の医療活動資金になります
・書き損じ・未使用はがき　　　　　・・・ 市内障がい者団体で役立てられます
・ベルマーク　　　　　　　　　　　・・・市内児童養護施設で役立てられます
<使用済み純正 Canon・EPSONインクカートリッジもベルマーク商品です >
・不要入れ歯（金属つきのもの）　　  ・・・ユニセフ基金と社協へ寄付されます 

メータースタンプ 使用済み切手 ハガキ ベルマーク

入れ歯



　■4月1日（木） 各社で社内入社式が開催されました
豊田市錦町 1丁目 1番地 1（豊田市福祉センター内）※日・月曜日　祝日休み
電話（0565）31-1294　FAX（0565）32-6011
ホームページ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/
メール vc@toyota-shakyo.jp

ボランティアルーム（現福祉センター 2階）/
交流コーナー（新福祉センター 3階）からのお知らせ

イベント

ボランティア
◎収集物整理作業 3 月はお休みです。4月 7日（木）午前 10時～正午
　（※ 23年度は第 1木曜（原則）開催）

◎ぼらんてぃあだより発送作業 3 月 24 日（木）・4月 21日（木）午前 10時～正午

ボランティアルーム
交流コーナー

イベント

3月・4月の予定

★ボランティアルームは新福祉センター移行に伴い、交流コーナーにリニューアル
します。お気軽にお越しください!どなたでも予約なしで参加できます。

ぼらんてぃあだよりに関するお問い合わせ

●●●リレートーク 34●●●

　近年、親子の関係が希薄になっているのでは
ないかと感じる事件や環境が多く見受けられま
す。こうした問題について、私たちにできるこ
とは何だろうかと考え、親と子が多くふれあう
機会を持つことが非常に大事ではないかと思
い、「親子のふれあい」という会を設立しました。 
　「親と子がともに文化、芸術またはスポーツ
などの話題や、体験・知識などを共有しふれあ

いを深めるこ
とにより親の
意識啓発、子
どもの健全育
成を図り、明
るい家庭、よ

り良い社会を築く」ことを目指したいと考え、
様々な活動を行ってまいりました。これからも
引続き、下記のような活動を続けていきたいと
考えております。 
【活動予定】花育て教室・サッカー、ラグビー観
戦・フィギュアスケート練習見学・マジック
ショー&マジック教室・餅つき大会・子育て相
談など　　※会員、ボランティア随時募集中!! 
◎問合せ
豊田市西町1-88カニックビル4階
親子のふれあい　事務局　楓原・小川
電話37-7602　携帯080-3669-9679

     

「親子のふれあい」  理事長 餅
もちはら

原正和さん

　■4月1日（木） 各社で社内入社式が開催さ「ぼらんてぃあだより」の発行には共同募金配分金が
使われています
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リレートークは今月で最終回です。
長らくご愛読いただきありがとうございました !

新福祉センターロビー
での催しです。

4月1日（金）に新 豊田市福祉センター
がオープンします!
それに伴う引越しのため、
3月26日（土）~31日（木）は
お休みさせていただきます。

◎れんきょう交流サロン、ボランティア何でも相談　3・4月はお休みです。
　（※ 23年度は第 2水曜（原則）開催）
◎ NEWボランティアONステージ（仮） 4 月 7日（木）午後 0時 15分～ 0時 45分
  ♪ 4 月内容 ハーモニカ演奏（しゃぼんだまくらぶ）
　（※ 23年度は第 1木曜（原則）開催）


