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Q2.  活動日と活動場所は？

私たちと一緒に
活動しませんか ?

◎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）
　　　　　梅坪台交流館　電話  31-0402（月曜日休み）

NO.7

Q1.  主な活動は何ですか？

    定例会は梅坪台交流館工作室にて第１、３金曜日の月２回、
出前公演は都合のいい人が都合のつく時に行きます。地元梅坪
台を中心に井郷や保見などへ出かけることが多いです。
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山びこ

Q3.  グループのメンバーはどんな方ですか？
　今のメンバーは女性 10 名で、30 代～ 60 代の幅広い年代層の方がいます。梅坪台が地元の方が多
いです。公演先で知り合ったり、子どもが公演参加者だったことからつながったり、皆いろいろな縁
で山びこを知り、メンバーになりました。

Q4.  グループの自慢は何ですか？
    グループの自慢は２３年間続いていることです。「細く長く楽しく」をモットーにやっています。
公演はやれる人がやれる時にやる、と無理のないように活動してきたことが長続きの秘訣だと思って
います。山びこにいて楽しいことはいつも新しい出会いと発見があることです。公演に行くことは聞
いてくれる人に喜んでほしいという気持ちはもちろんですが、子どもの方から「元気だねー」と言わ
れるほど自分たちも楽しんでやっています。

    私達「山びこ」は大型紙芝居、絵本、パネルシアター、手遊びなどを組み合わせ
て出前公演するボランティアグループです。主に中央図書館お話の部屋、いぼばら
こども園、浄水小、梅坪小、子育てサークル、地域の老人クラブへ出かけます。
公演の他に、月 2 回の例会では、紙芝居、公演に必要なものの製作や、公演の練習
をして、会員のレベルアップや親睦を図っています。

Q5.  特にどんなメンバーを募集しますか？
     無理なく活動に来れる方であれば誰でも OK です。仕事や子育て
をしながら空いた時間だけの参加もできます。まずは、一度、例会
にお越しください。

ボランティア募集ボランティア募集

　今までは施設内が狭く、中々ボランティアの受け入れ
ができませんでしたが、平成 24 年１月から施設が新し
く広くなるので、地域の方にぜひボランティアに来てい
ただきたいです。

■とき　いつでも　午前 10 時～正午または午後 1 時～ 3
　　　時の内、都合のいい時間　※活動開始は平成 24

　　　　 年 1 月からお願いしたいです。

■ところ グループホーム・小規模多機能施設　あさが   
                  お（御船町東山畑 57-13）
■対象　中学生以上
■内容　習字の先生、将棋の相手、歌や踊り（芸能活動）   
                 の発表、話し相手など…なんでもＯＫ！長く施       
                 設と関わっていただける方大歓迎です。
◎問合せ・申込み　グループホームあさがお
　　　　　　　　　担当：伊藤　電話 090-3251-6924

◆利用者の方へ手芸一般の指導
◎ハートフルデイサービス（西町 6-2-8）
　月～土　午後 1 時～ 3 時／担当：牧　電話 47-9292
◎ほっとかんデイサービス（本新町 7-48-6）
　月～土　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分、午後 2 時～ 3

時／担当：藤本　電話 36-3006　
◎特別養護老人ホーム　ひまわりの街（本町本竜 48）
　月～土　午前 10 時～午後 4 時／担当：津田（信）電話 

51-0880

◆縫製作業
◎豊田市障がい者総合支援センター暖（平芝町 5-13）
　月～金　午前 9 時 30 分～午後 3 時 15 分
　担当：山根　電話 37-1781
◎ジョイナスふれあい（喜多町 6-61-1）
    月～金  午前 9 時～午後 3 時／担当 : 千駄    電話 35-6084
◎ＮＰＯ法人ワーワー（松平志賀町前田 30-5　B-1 号）
    不定期／担当：藤原　電話 090-3258-5960
◎知的障害者援護施設　小原寮（沢田町座内 22）
　月～金　午前 10 時～午後 4 時
    担当：狩峰　電話 66-2110

◆利用者の方の手芸活動のお手伝い
◎デイサービスひかりの丘（宝町玉泉 102-7）
    金  午後 2 時～ 3 時 30 分／担当 : 山下、蟹  電話 24-2940
◎知的障がい者援護施設 無門学園（高町東山 7-43）
　月～金　午前 9 時 30 分～正午
    担当：杉本、塚本   電話 45-7883

　知的障がい児・者及び重度心身障がい児・者を支える
施設、社会福祉法人　輪音でのもちつき大会のお手伝い

（利用者の方の付き添い、手伝い）をしてくれるボラン
ティアを募集します。

■とき　平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）
　　　　午前 9 時～午後 2 時 30 分
■ところ　社会福祉法人　輪音（栄生町 3-24-2）
■人数　20 名　大勢の方に来ていただきたいです！
■対象　大学生以上
■締切り　12 月 22 日（木）

◎問合せ・申込み　
社会福祉法人　輪音　担当：折田、
中村　電話 33-8600（土・日曜日
休み）

社会福祉法人　輪音
もちつき大会サポートボランティア募集！

グループホーム・小規模多機能施設
あさがお

手芸や書道、料理など特技を活かした
ボランティアはじめませんか？

手芸ボランティア募集中 料理ボランティア募集中

書道の指導ボランティア募集中

◆おやつ作り
◎デイサービスよっといでん（西山町 2-38-1）
    月～土　午後 2 時～／担当：林　電話 41-6801

◆食事作り
◎ＮＰＯ法人 さくらの杜（長興寺 10-36）
     いつでも　午前 10 時 30 分～午後 2 時
     担当：鈴木、中嶋、泊　電話 34-0737
◎ＮＰＯ法人 ワーワー（松平志賀町前田 30-5 B-1 号）
    毎月 11 日、毎月第 2,4 土  平日は午後 5 時～ 8 時、土

日祝は午前 10 時～午後 3 時／担当：藤原　電話 
090-3258-5960

◎デイサービスセンターノアノア（小坂町 6-58）
     月～土　午後 2 時～ 3 時
     担当：湯浅、和出    電話 37-8535
◎特別養護老人ホーム 豊水園（今町 5-40-1）
　第 4 土　午後 2 時～ 3 時
    担当：林、谷口    電話 74-2680
◎特定施設老人ホーム豊田介護センター スミレ（中町蔵

前 40）   
    いつでも／担当：中村    電話 53-7060
◎デイサービスセンター 野の花（西中山町中ノ坪 40-1）

月～土　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分、午後 2 時～ 3
時／担当：横山　電話 75-3366


