ぼらんてぃあだより 9 月号

豊田市ボランティア連絡会議＆ミニ学習会を開催します！

ぼらんてぃあだより 9 月号

NO.5

ボランティアの方々への情報提供等と『自分の身を守る！？安心・安全減災活動』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

９月 29 日（木） 午前９時 30 分～ 11 時 45 分（学習会は午前 10 時開始）

■ところ

豊田市福祉センター４階 42･43･44 会議室（錦町１－１－１）

豊田市社会福祉協議会は｢学校ボランティアコーディネーター｣の業務を担う臨時職員を募集します！

■講

ふじおか防災クラブ（FBC）

■対象

師

■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）

※ミニ学習会のテーマ、ボランティアに興味のある方ならどなたでもご参加下さい！

豊田市民

■職種

学校ボランティアコーディネーター

■勤務時間 月曜日から日曜日の内、学校と調整した日（1 ヶ月 10 回以内、1 回 2 時間以内）
■採用予定 平成 23 年 10 月 1 日（土）以降
■勤務場所 豊田市内の小・中学校の内指定された学校
■業務内容 学校と地域をつなぐコーディネート業務

全国一斉一日ボランティアデー ボランティア国際年＋10 記念
第３回 Make a CHANGE Day
「絆」〜 共助−共生の市民力が社会を変える 〜
「Make a CHANGE Day」とは 1 年に 1 日、全国各地（海外も可）で一斉にボランティア・市民活動

■募集人員 若干名
■応募受付 9 月 16 日（金）～ 22 日（木）に所定の履歴書を窓口へ提出
（9 月 16 日（金）から社協窓口にて配布）
■時間給

850 円（別途通勤手当有り）

■選考

書類選考・面接

◎申込み・問合せ

豊田市社会福祉協議会

地域福祉課

電話 31-1294（日・月曜日

祝日休み）

を行う日のことです。
今回は、「東日本大震災」からの復興を目指し、「絆（きずな）」をテーマに、被災地の人々から全

ボランティア募集

国の人々へつながる「共助」・「共生」の市民力を飛躍的に発展させる機会と位置づけます。また、
2001 年の「ボランティア国際年」から 10 年経った今年を国連は「ボランティア国際年プラス 10」

梅ヶ丘学園 レクリエーション大会
準備・補助ボランティア募集！

と名付け、ボランティア活動や市民活動の輪を世界へつなげていきます。
■参加対象

2 名以上のグループ

児童養護施設 梅ヶ丘学園にてレクリエーション大会の
お手伝いをしてくれるボランティアを募集します。

（一般部門）
■対象活動

平成 23 年 10 月 22 日（土）〔シンボル日〕※10 月 1 日～ 30 日に行う活動も可
平成 23 年 3 月 11 日（金）の震災発生後～ 10 月 31 日（月）に行う東日本大震災に関

連したボランティア活動 ※終了した活動も可、被災地での活動でなくても可
＜参加の手順＞（両部門共通）
①参加登録

10 月 31 日（月）までに参加登録申請フォーマット（HP からダウンロード可）に記入し、
Web、郵送、FAX、メールのいずれかで参加登録

②活動

登録した活動を実施

③活動レポート
④審査・表彰

11 月 14 日（月）までに活動の結果・記録を提出

12 月中旬ごろ選考、平成 24 年 2 月 4 日（土）中電ホール（名古屋市東区東新町 1 番地）

アーム祭り

ボランティア募集！

社会復帰施設アームのアーム祭りを手伝ってくださる方
を募集します。精神障がい者福祉に興味を持って下さる
方と、一緒に楽しみながらお祭りができたら幸いです。
■とき

■とき

（東日本大震災関連ボランティア部門）
■対象活動

第7回

平成 23 年 10 月 22 日（土）
（準備）23 日（日）
（本番）
両日とも午前 8 時 30 分～午後 3 時 30

分
※どちらか 1 日でもＯＫ
■ところ 児童養護施設 梅ヶ丘学園（梅坪町５－３）
■人数 10 ～ 15 名 ■対象 高校生以上
■締切り 平成 23 年 9 月 30 日（金）
■内容 準備…会場設営
本番…出店（ボールすくい、
輪投げなど）の補助
■その他 持ち物…タオル
◎申込み・問合せ
児童養護施設 梅ヶ丘学園
電話 32-1107

平成 23 年９月 25 日（日 ）
午前９時～午後３時（雨天決行）
■ところ 社会復帰施設アーム（広美町郷西 73-1）
※名鉄新安城駅・愛知環城鉄道三河上郷駅から送迎バ
スがあります
■人数 20 名
■対象 中学生以上
■締切り 平成 23 年 9 月 16 日（金）
■内容 アーム祭りでの露店手伝い、駐車場誘導手伝い等
■その他 持ち物…エプロン、動きやすい服装
施設横に駐車場あり
◎申込み・問合せ
社会復帰施設アーム 担当：宮川
電話 25-0125 FAX 21-5003
メール ame@hm7.aitai.ne.jp

にて表彰式 & お楽しみイベント
「ぼらんてぃあだより 9 月号」へのご意見・感想をお寄せ下さい。抽選で３名様に図書カード 500 円
分をプレゼントします！

◎主催・問合せ先
Make a Change

Day 実行委員会

電話 052-486-2055

FAX 052-387-8822

メール mcd@vol-expo2005.jp

ホームページ http://makeachangeday.com/
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官製ハガキにの裏面に ①名前②住所③電話番号④年齢⑤職業⑥ご意見・感想（レイアウト・構成・内容に
ついて 10 段階でご評価ください 現状もままでよい 10・・・１改善が必要）をご記入の上、4 ページの「ぼらんてぃ
あだよりに関する問い合わせ」の住所までお送り下さい。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。
◎締切り 平成 23 年９月 30 日（金）（当日消印有効）
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