ぼらんてぃあだより９月号

９月号 No304 福祉健康フェスティバル 2013
市民の福祉と健康への意識の高揚を図るため、福祉健康フェスティバル
を開催します。お気軽にお越しください。
■と

き

平成 25 年 10 月６日（日） 午前９時 45 分～

■と こ ろ

豊田市福祉センター（錦町 1-1-1）

■内

○医師会、歯科医師会、薬剤師会、各種団体による
福祉・健康についての展示・体験・授産製品等の販売
○8020 達成者表彰式
○講演会 ※申込みは８月 20 日（火）で終了しています。

容

■その他

駐車場には限りがあります。
公共交通機関（とよたおいでんバスなど）をご利用ください。

■主

催

豊田市、豊田加茂医師会、豊田加茂歯科医師会、
豊田加茂薬剤師会、豊田市社会福祉協議会

■後

援

豊田市民生委員児童委員協議会

◎問合せ

＊今月の花＊
サルビア

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）

（燃える思い、エネルギー）

今年も

昨年度の様子

ふわふわが
やってくる!?

燃える思い
でボランテ
ィア！

ぼらんて君

３階交流コーナー利用についてお知らせ
10 月５日（土）、６日（日）の福祉健康フェスティバルに伴い、福祉センター３階交流
コーナーの利用が下記のとおり制限されます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません
が、なにとぞご了承ください。
■10 月３日（木）午後１時～５日（土）は準備のため利用可能場所が制限されます。
■10 月６日（日）は全面利用できません。
（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９月号

「ボランティア体験隊 2013」が開催されました！
「ボランティア体験隊」は夏休み期間（７月 23 日～８月 31 日）にボランティア体験をしてみよう！と
いう企画です。体験者、受け入れ施設・団体の方の声を一部紹介します。

★メグリアデイサービスセンター御幸本町★

体験内容：利用者との交流など

◆利用者さんが何か頼む前に、自分から気付いて動くことで
利用者さんの不安を軽減することができるということを学
びました。また、これからの自分の生活の中で、常に笑顔
で接する事を忘れないようにしたいです。（高校生）

◆自分がお願いする時とかは声を大きくすることと、みんな
が笑顔になれるためには自らが笑って過ごすことが大切だ
ということを学びました。（高校生）

◆ここでは“ありがとう”など感謝の言葉が頻繁に飛び交っ
ているので、私もたくさん使おうと思えました。（高校生）

◇高い意識をもって参加していただけてありがたいです。ま
た、働き者で、お願いしたことをしっかりやっていただける
のも嬉しく思います。（受け入れ施設担当者）

★豊田点友会★

メグリアデイサービスセンター御幸
本町は、土・日営業、安心・安全な
食事、多彩なイベントを特徴とした
「笑顔と安心」を提供する施設です。
○住所：御幸本町 5-300-7
○電話：26-1565／ＦＡＸ：26-1560

体験内容：点字の学習
◆生活の中で点字がどこにあるのかを調べてみたいです。（小
学生）

◆身近にある点字を読んで、何と書いてあるのかが知って家
族に伝えることが出来たらいいなと思います。（中学生）

◆体験隊を通して、前より目の不自由な人に親切に接して生
活していける気がします。（高校生）

◆点字のために大変な思いをして勉強している人がいて、人
豊田点友会は、視覚障がい者支援
や点訳活動を行うボランティアグル
ープです。
○活動日：毎週水・土曜日
午前９時～午後３時 30 分
○活動場所：市福祉センター点訳室

は助け合って本を点字にしたりしているので、形は違って
も人を助けていきたいと思います。（高校生）

◇参加者の皆さんには、これを契機に点訳ボランティア活動
に少しでも関心をもっていただければありがたいと思って
います。（受け入れ団体担当者）

豊田市内の福祉施設・ボランティア団体が用意してくださった 155 件のボラン
ティア体験メニューに約 800 人の方が申込み、ボランティア体験をしました。
豊田市社協ボランティアセンターには、体験者の「楽しかった」「またやりたい」
の声が多く届きました。この体験を通して、福祉に興味を持ったり、地域でボラン
ティアを始めるきっかけにしてほしいと思います。
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９月号

「街頭募金活動」に協力してくださるボランティア募集！
豊田市共同募金委員会は、「福祉健康フェスティバル 2013」の会場で、「赤い羽根共同募金の募
金活動」を行います。募金活動に協力してくださるボランティアを募集します。
豊田市でお寄せいただいた募金は、市内のひとり暮らし高齢者支援や障がい者介護軽減支援、
障がいを理解するための実践教室、社会福祉団体の事業費などに役立てられます。
■と

き

平成 25 年 10 月６日（日）午前 10 時～午後２時のうち、ご都合のよい時間帯

■と こ ろ

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

■人

数

10 人程度（小学生～高校生の方を優先に募集） お願いします！

■服

装

動きやすい服装

■内

容

募金箱を持ち、上記活動場所で共同募金の協力を呼びかけます。

ご協力よろしく

■申込み

平成 25 年 10 月１日（火）午後５時まで ※電話もしくは直接来館にて申込み

■その他

☆雨天時も決行します。
☆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

豊田市共同募金委員会 担当：間宮
電話：34-1131 （日・月曜日、祝日休み）

第３回 オンリーワン祭り ボランティア募集！
地域の人たちとのふれあい、他事業との交流を目的としたオンリーワンの年１度のお祭りです。
会場設営およびイベント補助をしてくださるボランティアを募集しています。テント、物品等の準備
や片付け、利用者さんとの会場内散策などの活動になります。
■と

き

平成 25 年 10 月 12 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 オンリーワン本部（柿本町 5-31-2）

■人

数

20 人（高校生以上、性別は問いません）

■服

装

動きやすい服装（ジャージ、ハイヒール、サンダルは不可）

■食

事

模擬店での食事交換チケット配布（費用不要）

■申込み

平成 25 年９月 28 日（土）午後６時まで

■公共交通機関
■その他

名鉄バス「衣ヶ原停留所」下車 徒歩 15 分程度
↑ 昨年度の様子 ↓

☆雨天時も決行します。

☆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。
☆荷物を置く場所がないため、貴重品等は自己管理でお願いします。
◎問合せ・申込み

社会福祉法人 オンリーワン 担当：下條、鈴木
電話：28-0567 ＦＡＸ：28-0590 （日曜日休み）
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ③
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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
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

９月･10 月の予定

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)

・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♪）

電話 35-0619(日・月曜日、祝日休み)

先着30人、申込み受付中 要予約

ボランティア (３階交流コーナー)
使用済切手・ﾍﾞﾙﾏｰｸ整理作業
・９月５日（木）

先着30人、申込み９月20日（金）午前９時～要予約

☆笑 HAHA ひろば （３階交流コーナー）午前 10 時～午前 11 時

午前 10 時～正午

・10 月３日（木）

・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）

ぼらんてぃあだより発送作業
・９月 25 日（水）
・10 月 24 日（木）

・10月９日（水） ♪内容 マジックショー、風船あそび（マジックゼロ）

先着 20 組、申込み９月６日（金）午前９時～要予約
・10 月 15 日（火） ♪内容 小さいお子さんとママのための防災講座（個人ボランティア）

午前 10 時～正午

先着 20 組、申込み９月 24 日（火）午前９時～要予約

☆ボランティア ON ステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分
・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）
・10 月はお休みです。

◆□クイズコーナー□◆
【問題】「ボランティア元年」と呼ばれる
きっかけとなった地震は？
①阪神・淡路大震災 ②新潟県中越沖地震 ③東日本大震災

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★ 1995 年に発生した地震です。

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 11 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。

【７月号の正解】①聴覚障がい者

９月末日締切り（当日消印有効）

「要約筆記」は耳の聞こえる人が耳の不自由な人に聞きとった内容をまとめながら文字で伝えることです。
第一言語を手話としない聴覚障がい者の方にとって、言語を文字として理解できる「要約筆記」は主な情
報保障手段になります。
※７月号の応募総数は 12 通中、正解 12 通でした。ご応募ありがとうございました。
今後、当選者につきましては、個人情報保護のため、発送をもって発表にかえさせていただきます。
ご了承お願いいたします。

□■

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

