ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No307 手軽にできるボランティア･･･

「収集ボランティア」

あなたもはじめてみませんか?!
何気なく捨ててしまっているものはありませんか？実は、ご家庭の身近
にあるものが、様々な福祉に役立っています。年末、大掃除の機会に、切
手、ベルマーク等も整理してみてはいかがでしょうか？
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターで受付をしている収集物を
紹介します。お気軽にお寄せください。（全て郵送可）
収集物

活用方法

使用済み切手・メータースタンプ

海外の医療活動資金になります。

書き損じ・未使用はがき
新品のタオル

市内障がい者団体で役立てられます。

ベルマーク
※使用済み純正 Canon・EPSON・
brother インクカートリッジ含む

ロータスクーポン
※平成 26 年９月 30 日交換受付終了

＊今月の花＊
スイセン

市内児童養護施設で役立てられます。

盲導犬育成のために役立てられます。

不要入れ歯（金属つきのもの）

ユニセフ基金と社協へ寄付されます。

外国コイン・紙幣

ユニセフ基金へ寄付されます。

（尊重、尊敬、心遣い）
□■整理・収集方法■□ ※お持ちいただく際にご注意下さい！

ボランティア
は相手への心
遣いが大切！

ぼらんて君

【切手の場合】（一例）
○はがきや封筒に貼ってあるまま、切手の周りを５mm～１cm
程度残し、切り取ってください。
○外国の切手と日本の切手に分けてください。（切手の種類は問いません。）
○切手が破れているもの、折れているもの、周りのギザギザが欠けている
ものはご遠慮ください。
※その他の収集物の整理・収集方法の詳細については、HP｢とよたぼらん
てぃあ広場｣（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）をご参照ください。
◎問合せ

❀年末年始のお知らせ❀
豊田市社会福祉協議会
地域福祉課・ボランティアセ
ンターの年末年始のお休

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）

整理ボランティア募集中！
「使用済み切手等整理作業」を毎月第１木曜日の午前10時～正午に
豊田市福祉センター３階交流コーナーにて行っています。
申込み不要で、出入り自由です。お気軽にご参加ください。

みは12月29日（日）～１月
３日（金）です。
１月４日（土）から業務を開
始します。

■内

容

◎問合せ

切手などの周りを切る簡単な作業
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 12 月号

「地域密着型福祉全国セミナーin 豊田」申込み締め切り迫る！
ぼらんてぃあだより 10・11 月号でもお知らせしました、「地域密着型福祉全国セミナーin 豊田」の申
込み締め切りが 12 月 10 日（火）までと迫ってまいりました。このセミナーで、自分たちの手で支え合う
地域をどのように作っていくかについて一緒に考えてみませんか？
■と

き

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

■と こ ろ

１月 18 日（土）【全体会】豊田市コンサートホール （西町 1-200）
19 日（日）【分科会】豊田市福祉センター （錦町 1-1-1）

■内

１月 18 日（土）【全体会】豊田市シンポジウム、全国シンポジウム、鼎談、交流会
19 日（日）【分科会】①社会人の地域参加促進 ②ふくし教育の推進
③減災の啓発 ④支え合いの構築

交流会参加者は
別途 5,000 円必要
ていだん

容

■参加費

豊田市在住の方：無料 （資料希望者は別途 500 円必要）
豊田市にお住まいでない方：3,500 円 （資料代含む）

■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うえ、

平成 25 年 12 月 10 日（火）までにお申込みください。
※パンフレット、申込み用紙は豊田市福祉センター、市内各交流館等に設置してあります。
HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧・ダウンロード可
◎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）

新春もちつき大会 ボランティア募集！
親子でもちつきを体験し、一緒につきたてのおもちを味わう「新春もちつき大会」を行います。
おもちのつき手（男性）、手返し、提供のお手伝いをしてくださるボランティアを募集します。
■と

き

平成 26 年１月 13 日（月）午前 10 時～正午 （午前９時 30 分集合）

■と こ ろ

豊田地域文化広場 （西田町けやき１）

■人

数

７人（男性３人、女性４人 ※年齢は問いません。）

■服

装

動きやすい服装

■食

事

あり（お弁当、お茶） ※費用は「親子のふれあい」が負担します。

■申込み

エプロン、三角巾

平成 25 年 12 月 20 日（金）午後３時まで

■公共交通機関
■その他

■持ち物

愛知環状鉄道「永覚」駅から徒歩 30 分程度

☆雨天時も決行します。
☆ボランティア保険は「親子のふれあい」の負担にて加入します。

◎問合せ・申込み

特定非営利活動法人 親子のふれあい

「特定非営利活動法人
親子のふれあい」は、親子
のふれあいを深めることに
よる、親の意識啓発、子ども
の健全育成を目的とした団
体です。親子のふれあいを深
めるための催事や場作り、支
援を行っています。地域に根
ざした活動を行い、地域住民
の相互理解と地域の安全・福
祉の向上を目指して活動し
ていきたいと考えています。

電話：37-7602 ＦＡＸ：37-7628

メール：contact@oyakonoｆureai.com （受付時間：午前９時～午後４時 土・日曜日、祝日休み）
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 12 月号

ボランティア連絡会議＆情報交換会！

申込み不要です！

ボランティアの方々への情報提供等と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
■内 容

12月20日（金） 午後２時30分～４時15分（予定）

◎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）

豊田市福祉センター ４階 42・43・44会議室 （錦町1-1-1）
「市内福祉施設職員」と「施設での活動を希望するボランティア」との情報交換会

第 14 回 公益財団法人 とよしん育英財団 助成対象者募集！
この助成は、愛知県内における教育及び文化活動の維持発展に功績があると認められるものに助
成金の給付を行います。
■対

象

教育及び文化の分野において、地域を基盤として地道に研究又は創造活動をしている
個人又は団体（学校含む） ※国や県から助成を受けていないこと、営利を目的としないことが条件

■助成金額

１件あたり上限 50 万円。

■応募方法

所定の提出書類（ホームページからダウンロード）を下記問合せ・申込み先へ郵送。
※応募には市町村役場及び関係団体、教育委員会、学校長等による推薦が必要。

■応募締切

平成 25 年 12 月 30 日（月）必着

◎問合せ・申込み

公益財団法人 とよしん育英財団 事務局（豊田信用金庫総務部内）
〒471-8601 豊田市元城町 1-48 電話：31-1616
ホームページ：http://www.toyoshin.co.jp/foundation/

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 第 15 回社会貢献基金助成！
この基金は、社会貢献活動を行う各種団体等への助成、並びに社会貢献に資する調査・研究を目
的とした事業に対して助成し、日本の生活文化と地域社会の発展に寄与することを目的としています。
■対象団体

非営利組織（社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティアグループ等）、大学、研究機関

■対象事業

原則として、平成 26 年度事業（平成 26 年４月～平成 27 年４月の間に開始し、終了する事業）
研究助成事業、高齢者福祉事業、障害者福祉事業、児童福祉事業等

■助成金額

１件あたり上限 200 万円。ただし、研究助成事業においては上限 100 万円。

■応募方法

所定の提出書類（ホームページからダウンロード）を下記問合せ・申込み先へ郵送。

■応募締切

平成 26 年２月 28 日（金）必着

◎問合せ・申込み

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金 運営事務局
〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル９Ｆ
電話：03-3596-0061 ホームページ：http://www.zengokyo.or.jp/social/index.html
（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 12 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

12 月･１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)

・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」）

開館時間：午前９時～午後５時

先着20人、参加費300円、申込み11月22日（金）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
・12 月５日（木）
・１月はお休みです。

午前 10 時～正午

ぼらんてぃあだより発送作業
・12 月 18 日（水）
・１月 23 日（木）

午前 10 時～正午

先着30人、風船代１本10円、申込み12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
・12 月 17 日（火） ♪内容 パネルシアターなど（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
・１月 21 日（火） ♪内容 親子で笑いヨガ（ふれあい遊び）（個人ボランティア）
先着 20 組、申込み１月８日（水）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

交流コーナーの
年末年始のお休みは

・12 月５日（木） ♪内容 ギターの弾き語り（さなげフォーク村）

12月28日（土）～１月６日（月）です。
１月７日（火）から
業務を開始します。

・１月８日（水） ♪内容 バルーンアート作り（バルーンアート「キュート12」）

・１月はお休みです。

◆□クイズコーナー□◆

【問題】次の外国の地名①～③は何と読むでしょう？
①

雅

典

（ギリシャの首都：ア○○）

②

維

納

（オーストリアの首都：ウ○○ン）

③

加拉巴

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記の問合せ先の宛名、
裏面に【①クイズの答え②氏名③住所④電話番

（インドネシアの首都：ジ○○○タ）

☆クイズの正解は「ぼらんてぃあだより２月号」にて発表します。

号⑤年齢⑥職業⑦ぼらんてぃあだよりの入手方
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。
12 月末日締切り（当日消印有効）

【10 月号の正解】 結
「結（ゆい）」とは、
「支え合い」という意味の言葉です。

平成 26 年１月 18 日～19 日に開催される「地域密着型福祉全国セミナーin 豊田」では、
「古き良き日本の助け合いの再構築」
「新たな支え合いを結ぶ」という意味を「結」に込めています。
※10 月号の応募総数は 19 通中、正解 19 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、12/29～1/3 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

