ぼらんてぃあだより８月号

８月号 No303 第１回
豊田市地域福祉活動計画策定委員会

が開催されました！
平成 25 年７月１日（月）に「第１回 豊田市地域福祉活動計画策定委員会」
が開催されました。
この「地域福祉活動計画」とは、豊田市社協の理念や経営方針を明確にする
とともに、その実現に向けた具体的な取り組みを明文化していくものです。
今後、豊田市に住む皆さんのご意見も反映していくため、「アンケート」や「懇
談会」を実施していく予定です。是非、ご協力下さい。

委嘱状が交付され、１５名の方に
委員に就任していただきました。

＊今月の花＊
葛（くず）

委員長は上野谷加代子氏（同志社
大学社会学部教授）、副委員長は
古川利孝氏（益富地区区長会長）

（活力、芯の強さ、治癒）

が選任されました。

ボランティ
アで活力あ
る生活を！

これから計画を策定していくため
に、委員同士の考え方を共有する
ための話し合いが行われました。

ぼらんて君

ボランティア連絡会議＆情報交換会
ボランティアの方々への情報提供等とボランティアの方々同士の情報交換会を開催します。
ボランティア活動をしている方、ボランティアに興味のある方はどなたでもご参加下さい！
■と

き

■と こ ろ

８月29日（木） 午前10時～11時45分
井郷交流館 （四郷町東畑1-1-1）

申込み不要！

※井郷交流館は「猿投コミュニティセンター内」にあります。
■内

容

◎問 合 せ

※現地までは各自でお越し下さい。

ボランティア情報交換会（自分の地区での活動について）
豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター （４ページに記載）
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①

ぼらんてぃあだより８月号

社協のボランティアグループ活動に関する助成金を希望される方は・・・

ボランティア登録をお早めに！
社協ボランティアセンターは、地域福祉活動の推進・活性化を図ることを目的とし、社協登録ボランティ
アグループへのボランティア活動に関する助成を実施します。
助成金対象グループは、毎年８月 31 日以前に豊田市社協ボランティアセンターに登録したボランティ
アグループ（対象外：①会費等を徴収せずに活動しているボランティアグループ②９月１日以降の登録グ
ループ③ＮＰＯ法人）になります。助成金を申請したいボランティアグループで、今年度豊田市社協ボラン
ティアセンターに登録していないボランティアグループは、８月 31 日までに必ず登録をしてください。

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター （４ページに記載）

ひかりデイサービス ボランティア募集！
「ひかりデイサービス」は、【元気・癒し・楽しい・安心】を特徴とし、高齢者の健康長寿を伸ばすリハビ
リテーションを提供するために、平成 25 年３月１日に開設したデイサービスセンターです。
歌や踊り等さまざまな活動を通して利用者と交流してくださるボランティアを募集しています。
■と

き

①月～土曜日 午後２時～午後３時 （月に１、２回程度）
②火～木曜日 午後２時～午後３時 （月に１、２回程度） ※曜日変更する場合があります。

■と こ ろ

ひかりデイサービス （上郷町 3-8-5）

■内

①楽器演奏や歌、踊り等の披露／書道、茶道、華道等を教えていただける方
②将棋、囲碁の相手

容

■その他

☆上記以外でも、特技や趣味を活かして活動してくださる方（１人でも可）も募集しています。
日時等については、下記問合せ先までお気軽にご相談ください。
☆ボランティア活動保険（300 円～）に加入されることをお勧めします。

◎問合せ・申込み ひかりデイサービス 担当：永田 電話：77-2702 ＦＡＸ：77-3239 （日曜日除く）

トヨタ記念病院 病院ボランティア養成講座を実施します！
病院などでボランティア活動をするための基礎的な知識と技術の習得する「病院ボランティア養成
講座」を実施します。トヨタ記念病院以外の病院でボランティアする方でも受講できます！
■と

き

平成 25 年９月 10 日、10 月８日、11 月 12 日、12 月 10 日

いずれも火曜日

平成 26 年１月 14 日、２月 18 日、３月 11 日

午前 10 時～正午

※全７日間受講できない方でも受講可能です。ただし、受講できない日の補講はありません。

■と こ ろ

トヨタ記念病院 （平和町 1-1）

■参加費

無料

■申込み

８月５日（月）より氏名、住所、電話番号をＦＡＸで「みつわ会」事務局 近藤まで

◎問合せ・申込み

■人

数

先着 20 人

「みつわ会」事務局 担当：近藤 電話：24-7169 ＦＡＸ：24-7178

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

ぼらんてぃあだより８月号

社会福祉法人 輪音 日中支援部 「大感謝祭」 ボランティア募集！
例年６月に開催されていたお祭りの名前を改め、９月に開催することになりました。食事ブースや
ゲームコーナー、体験コーナーなど地域の皆様に楽しんでいただくことを目的にしたイベントです。
利用者さんと一緒に各ブースからイベントを盛り上げてくださるボランティアを募集しています。
■と

き

平成 25 年９月 21 日（土）午前 10 時～午後３時 （午前９時 45 分集合）

■と こ ろ

社会福祉法人 輪音（わおん） 日中支援部 （栄生町 3-24-2）

■人

10 人（年齢・性別問いません）

数

■申込み

装

動きやすい服装

平成 25 年８月 30 日（金）午後５時まで

■公共交通機関
■その他

■服

◇名鉄三河線「梅坪駅」または愛知環状鉄道「梅坪駅」下車 徒歩 15 分程度
◇おいでんバス「西山公園バス停」下車 歩いてすぐ

☆雨天時も決行します。
☆食事は輪音で用意いたします。（内容は未定）
☆事前説明は個別に行いますので、申込み時にご都合のよい日時をお知らせ下さい。
☆ボランティア活動保険（300 円～）に加入されることをお勧めします。

◎問合せ・申込み

社会福祉法人 輪音 日中支援部 担当：村田、織田
電話：33-8600 ＦＡＸ：33-5573 （土・日曜日除く）

平成 25 年度愛知県盲ろう者通訳介助員養成講習会を実施します！
盲ろう者（目と耳に重複した障がいをもつ人）の自立と社会参加を図るため、盲ろう者の情報伝達を
手助けしていただく方々を養成する講習会を開催します。
■と

き

平成 25 年９月 14 日（土）～12 月 21 日（土） （11 月 23 日（土祝）実施を含む）
午前 10 時～午後３時 30 分 毎週土曜日 午前・午後合わせて全 30 回

■と こ ろ

健身会館 大会議室・第２教養室 （名古屋市熱田区森後町 11-12）

■人

20 人

数

■対象者

盲ろう者福祉に深い理解を有し、盲ろう者通訳介助員として活動する意欲があり、
手話または点字の経験がある方

■受講料

無料（ただし、教材・実技に一部実費負担あり）

■申込み

「愛知県盲ろう者通訳介助員養成講習会申込書」により、一般社団法人愛知県身体障
害者福祉団体連合会長に平成 25 年８月 20 日（火）までに提出
○提出先：〒456-0026 名古屋市熱田区森後町 11-12 （健身会館内）
一般社団法人 愛知県身体障害者福祉団体連合会事務局

◎問合せ

愛知県盲ろう者友の会 ＦＡＸ：052-682-3887
養成講座担当 近藤 電話：090-8861-6259
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ③

ぼらんてぃあだより８月号

豊田市ボランティア連絡協議会（連協）からのお知らせ
連協では、豊田市福祉センター３階交流コーナーと１階ロビーにて様々な催し

８月･９月の予定

を行っています。「れんきょう交流サロン」「笑 HAHA ひろば」以外は誰でも予約
なしで参加ＯＫ、参加費無料（材料費実費）です。

イ ベ ン ト

問合せ豊田市ボランティア連絡協

☆れんきょう交流サロン （３階交流コーナー）午前 10 時～正午

議会事務局(交流コーナー内)

・８月はお休みです。

電話 35-0619(日・月曜日、祝日休み)

・９月11日（水） ♪内容 脳力アップ体操など（認知症予防支援グループえんじょい♪）

ボランティア (３階交流コーナー)

先着30人、申込み８月22日（木）午前９時～要予約

使用済切手・ﾍﾞﾙﾏｰｸ整理作業 ☆笑 HAHA ひろば （３階交流コーナー）午前 10 時～午前 11 時
・８月１日（木）
・９月５日（木）

・８月 20 日（火） ♪内容 親子でハンドセラピー（個人ボランティア）

午前 10 時～正午

先着 20 組、申込み８月６日（火）午前９時～要予約

ぼらんてぃあだより発送作業
・８月 21 日（水）
・９月 25 日（水）

・９月 17 日（火） ♪内容 絵本の読み聞かせ、手遊びなど（きらめき 10）
先着 20 組、申込み９月６日（金）午前９時～要予約

午前 10 時～正午

☆ボランティア ON ステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分
・８月１日（木） ♪内容 オカリナ演奏（ふくろうの会）
・９月５日（木） ♪内容 ヴィオリラ＆フルート演奏（ヴィオリラ＆フルートアンサンブルＴ）

◆□クイズコーナー□◆
【問題】
目が不自由な人の移動を助ける道具は？
① 白 杖

② 黒 杖

③ 金 杖

クイズの正解者の中から抽選で３名の方に
「500 円分の図書カード」
をプレゼントします。
官製はがきの表面に下部の問合せ先の宛名、
裏面に【①クイズの答え②氏名③住所④電話番

★ヒント★ 日本の国旗に使用されている色の杖です。

号⑤年齢⑥職業⑦ぼらんてぃあだよりの入手方

☆クイズの正解は「ぼらんてぃあだより 10 月号」にて発表します。 法⑧ぼらんてぃあだよりへのご意見・ご感想な
ど】を記入し、ご応募ください。

【６月号の正解】③虫の日

８月末日締切り（当日消印有効）

漫画家・手塚治虫らのよびかけで、1988（昭和 63）年に設立された日本昆虫クラブが記念日として提唱
しています。
「６（む）４（し）
」の語呂合わせで、昆虫が住める街作りを願っています。
また、カブトムシで有名な福島県・常葉町の常葉町振興公社が提唱する「ムシの日」でもあります。
おめでとうございます！
応募総数 14 通中、正解 14 通。当選者は次の方です。
（敬称略）
山口 真弥（田中町）
、北岡 新一朗（若林西町）、杉本 雅夫（本新町）

□■

ぼらんてぃあだよりに関するお問合せ

■□

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（豊田市福祉センター１階）
〒471-0877 豊田市錦町１丁目１番地１ ※日・月曜日、祝日休み
電

話 (0565)31-1294 FAX (0565)32-6011 メール vc@toyota-shakyo.jp

ホームページ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/
「ぼらんてぃあだより」の発行には共同募金の配分金が使われています。
④ （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

