ぼらんてぃあだより 11 月号

11 月号 No306

地域密着型福祉全国セミナー ｉｎ 豊田
ゆ い

つなげよう 地域の“結”の輪
～おいでん！

と もに○
よ りそい○
た すけあうまちへ～
○

申込み受付開始します！
さまざまな立場の方や関係機関が横につながり、住民一人ひとりが、互いを
理解し、考え、行動する「住民が主役のまち」と、「 ○
と もに○
よ りそい○
た すけあ
うまち」への実現を目指して、具体的な住民主体のまちづくりのあり方を探り、
豊田市が目指す地域福祉の方向性を発信すべく全国セミナーを開催します。

き

平成 26 年１月 18 日（土）午後１時～午後５時 45 分
19 日（日）午前９時 30 分～午後０時 30 分

■と こ ろ

第１日目（全体会）
豊田市コンサートホール（西町 1-200 豊田参合館 10・11 階）

■と

第２日目（分科会）
豊田市福祉センター（錦町 1-1-1）

＊今月の花＊

■内

容

八手（やつで）
（分別、親しみ、健康）

第１日目（全体会）
ていだん
豊田市シンポジウム、全国シンポジウム、鼎談、交流会
第２日目（分科会）
○分科会１：社会人の地域参加促進
○分科会２：福祉教育の推進
○分科会３：減災の啓発
○分科会４：支え合いの構築

■参加費

3,500 円（資料代含む）
※交流会費は別途（会費制）

■申込み

指定の申込み用紙（パンフレットに添付）に必要事項をご記入の

親しみをも
ってボラン

うえ、平成 25 年 11 月５日（火）～12 月 10 日（火）まで
にお申込みください。申込み方法につきましては、下記問合せ
先にご連絡ください。
※参加申込者には、後日参加券をお送りいたします。

ティア！

ぼらんて君

【 結（ゆい）とは？ 】
支え合いという意味の
言葉です。
今回のセミナーでは、
「古き良き日本の助け合
いの再構築」と「新たな
支え合いを結ぶ」という
意味を“結”という言葉
に込めました。

■主

催

「地域密着型福祉全国セミナーｉｎ豊田」実行委員会

※内容等の詳細については、「ぼらんてぃあだより 10 月号」（先月号）等でご確認ください。
◎問合せ

（社福）豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 （錦町 1-1-1）
電話：（0565）31-1294 ＦＡＸ：（0565）32-6011
午前９時～午後５時 （日・月曜日、祝日休み）

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①

ぼらんてぃあだより 11 月号

地域ふれあいサロン活動展を開催します！
市内自治区で展開する地域ふれあい通所事業（ふれあいサロン）の作品や活動を紹介する写真
等の展示をします。どなたでもご自由にご覧いただけます。お気軽にご来場ください。
両日、午後１時 30 分～２時 30 分の間で「ミニ講座」を開催予定です。

地域ふれあいサロンは、住み慣れた地域で住民が互いに支え合いな
がら、いつまでも健やかに、安心して暮らしていくことを目的とし
て自治区単位で行っています。

■と

き

平成 25 年 12 月 14 日（土）午前９時 30 分～午後４時 30 分
12 月 15 日（日）午前９時 30 分～午後３時

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41・42 会議室 （錦町 1-1-1）

◎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）

展示解説ボランティア育成講座 受講生募集！
eco-T（エコット）のインタープリターになってエコライフを広げよう！
「eco-T（エコット）」は、身近なくらしと環境問題とのつながりを学ぶ施設です。
インタープリターはそれを伝える「エコライフへの案内人」。現在 60 名が活躍中です。
エコライフに関心がある方、何か新しく始めてみたいと思っている方、人とお話するのが好きな方、
この講座で楽しく学び、eco-T のインタープリターを目指してみませんか？
■と

き

平成 25 年 12 月 10 日（火）、12 月 19 日（木）、
平成 26 年１月 15 日（水）、１月 21 日（火）、１月 30 日（木）、２月５日（水）
午後１時 30 分～午後４時 30 分 ※12 月 19 日（木）のみ午後１時 30 分～午後３時 30 分

■と こ ろ

eco-T （渡刈町大明神 39-3 渡刈クリーンセンター内）
※12 月 19 日（木）のみ「トヨタの森」 （岩倉町一本松 1-1）

■内

基調講演、インタープリテーションの体験、ワークショップ など

容

■対象者

・楽しくエコライフを広げていきたい方（成人）
・受講後、eco-T のインタープリターとして活動する意欲のある方
・全６回講座に参加できる方

■人

数

■申込み

12 人 ※応募者多数の場合は抽選

■参加費

無料

平成 25 年 11 月 24 日（日）までに、【①講座名②氏名③住所④電話番号⑤ＦＡＸ番号
⑥Ｅメールアドレス⑦受講動機】をＦＡＸ・Ｅメール・郵送のいずれかで下記申込み先まで

◎問合せ・申込み

eco-T 事務局 （渡刈町大明神 39-3 渡刈クリーンセンター内）
電話：26-8058 ＦＡＸ：26-8068 Ｅメール：info@eco-toyota.com

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 11 月号

傾聴ボランティア養成講座【入門コース】開催します！
「傾聴」とは、耳を傾け、相手の心に寄り添って話を聴くことです。高齢者や病気を持った方に対し
てだけでなく、家庭や職場の人間関係の中でも、互いの思いを聴くことで、今後の人間関係に役立て
ます。
「聴く」ことの意味を学び、傾聴の大切さや心構えをいっしょに学習してみませんか？
日常の生活、職場、ボランティア活動、家族や友人とのコミュニケーションで活かせます。
日時

内容

第１回

平成 25 年 11 月 28 日（木）
午後２時～午後４時

第２回

平成 25 年 12 月５日（木）
午後１時 30 分～午後３時 30 分

第３回

平成 25 年 12 月 12 日（木）
午後１時 30 分～午後３時 30 分

第４回

平成 25 年 12 月 19 日（木）
午前 10 時～正午

傾聴の基礎を学び、ロールプレイなどを
行いながら、実践的に傾聴ボランティア
としてのスキル習得を目指します。

傾聴ボランティアとして活動されている
方の体験談を聞きます。

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階 36・37 会議室 （錦町 1-1-1）

■対象者

４回とも受講でき、傾聴ボランティア活動に興味のある方

■人

先着 30 人

数

■申込み

■受講料

1,000 円（４回合計、初回に徴収します）

平成 25 年 11 月５日（火）午前９時から電話または来室にて下記申込み先まで

◎問合せ・申込み

豊田市ボランティア連絡協議会（錦町 1-1-1 豊田市福祉センター３階 交流コーナー）
電話：35-0619 （午前９時～午後５時／日・月曜日、祝日休み）

第 35 回 愛知県児童福祉施設 音楽の集い 「豊田大会」！
愛知県内の児童福祉施設に在籍する児童が一同に会し、音楽・絵画等を通して情操を高め相互の親睦
を図るとともに、地域の理解を深め、もって児童福祉の向上に寄与することを目的に開催いたします。

■と

き

平成 25 年 11 月 24 日（日）午前９時 30 分～午後３時 40 分（予定） ※午前９時受付開始

■と こ ろ

豊田市民文化会館 大ホール （小坂町 12-100）

■内

児童による歌・楽器演奏・舞踏・劇等の発表、児童・職員の絵画等の作品展示

容

■入場料

無料

■主

催

愛知県児童福祉施設長会

■後

援

愛知県、豊田市、豊田市社会福祉協議会、中日新聞社会事業団
中部善意銀行、東海テレビ福祉文化事業団、特定非営利活動法人 夢シート

■協

賛

愛知ヨーク株式会社

◎問合せ

ぜひ、お越しください☆

■共

催

愛知県社会福祉協議会

社会福祉法人 愛知玉葉会 児童養護施設 梅ヶ丘学園 電話：32-1107 ＦＡＸ：32-1361
（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 11 月号

豊田市福祉センター３階交流コーナー等からのお知らせ
豊田市福祉センター３階交流コーナーと１階ロビーでは、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」以外は誰でも予約なしで参

11 月･12 月の予定

加ＯＫ、参加費無料（材料費実費）です。

豊田市ボランティア連絡協議会（連協）のイベント

問合せ 交流コーナー

☆れんきょう交流サロン （３階交流コーナー）午前 10 時～正午

電話：35-0619 (日・月曜日、祝日休み)

・11月13日（水） ♪内容 押し花で額飾り作り（個人ボランティア）

開館時間：午前９時～午後５時

先着30人、参加費300円、申込み10月29日（火）午前９時～ 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
・11 月７日（木）

午前 10 時～正午

・12 月５日（木）

ぼらんてぃあだより発送作業
・11 月 22 日（金）
・12 月 18 日（水）

午前 10 時～正午

・12月11日（水） ♪内容 しめ縄づくり（前林地域講師の会「女川はてなの会」）
先着30人、参加費300円、申込み11月22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
・11 月 19 日（火） ♪内容 人形劇（ボランティア人形劇団「ころりん座」）
先着 20 組、申込み 11 月６日（水）午前９時～ 要予約
・12 月 17 日（火） ♪内容 絵本の読み聞かせなど（おはなし会 モッくん）
先着 20 組、申込み 12 月６日（金）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
・11 月７日（木） ♪内容 チンドンステージ（豊田殿姫チンドン）
・12 月５日（木） ♪内容 ギターの弾き語り（さなげフォーク村）

◆□クイズコーナー□◆
【問題】『 A＋B＋C＝D＋E＋F＝G＋H＋I 』
Ａ～Ｉには１～９までの数字が入ります。
Ａ～Ｉに数字を入れて計算式を完成させてください。
※同じ数字を２度使用してはいけません。

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
号⑤年齢⑥職業⑦ぼらんてぃあだよりの入手方

★ヒント★ １＋２＋３・・・＋８＋９＝45
☆クイズの正解は「ぼらんてぃあだより１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。
11 月末日締切り（当日消印有効）

【９月号の正解】①阪神・淡路大震災
1995 年（平成７）１月 17 日、阪神・淡路大震災が発生し、数多くのボランティアがその救済や復興の
ために活躍しました。特に、社会人や学生がボランティアとして参加し、行政よりも柔軟に対応したこと
が大きな特徴でありました。この年は「ボランティア元年」と呼ばれました。
※９月号の応募総数は 11 通中、正解 11 通でした。ご応募ありがとうございました。
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。

□■

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

