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ボランティア体験隊２０１４
開催決定！
今年も夏にボランティア体験隊を開催します！
ボランティアをしてみたいけれど、何から始めればよいのか分からない、
お試しでやってみたい・・・という方にお勧めの企画です。
「ボランティア体験隊 2014」に申込めば、様々なボランティアを体験するこ
とができます。先着順ですので、お早めに申込みください！
■体験日

平成 26 年７月 22 日（火）～８月 31 日（日）の内、
申込みした日

■と こ ろ

豊田市内の福祉施設やこども園
ボランティアグループの活動場所

■内

ボランティア体験（体験メニューはパンフレットに記載）
（昨年の例）福祉施設利用者との交流、夏祭りの手伝い、
手話体験、こども園の園児とのふれあい など

容

■対象者

豊田市内在住または在学・在勤の小学生以上の方
ただし、小学生は保護者同伴で参加可

■参加費

体験用ボランティア保険代（250 円～） ※加入必須
プログラムにより実費負担あり（食事代など）

＊今月の花＊
カーネーション
（情熱、感覚、感動）

■申込み方法
指定の申込み用紙（パンフレットに添付）に必要事項を記入の上、

平成 26 年６月 12 日（木）～27 日（金）午前９時～午後５時に
豊田市福祉センターもしくはお近くの社会福祉協議会各支所へ申込み用
紙をご持参ください。（先着順） ※電話、ＦＡＸ、メールの申込みは不可
ボランティア

※パンフレットは５月 27 日（火）から豊田市福祉センター、各交流館等で配布予定です。

で感動が生

（HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧 URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）

まれる？！

ぼらんて君

■事前説明会

７月５日（土）、12 日（土）のどちらか ※参加必須

◎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）

「ボランティア体験隊 2014」体験プログラム募集中！
ボランティア体験隊の受け入れ先になるボランティアグループ、福祉施設を募集しています。
ご協力していただける団体の皆様は、「受入承認書（プログラム内容・日程）」の提出を
平成 26 年５月７日（水）午後５時までにお願いします。
詳細については、豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンターまでご連絡ください。
◎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）
（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５月号

ボランティア登録の更新の手続きはお済みですか？
平成 26 年度ボランティア登録の更新をされていないグループ・個人の方にお知らせです。
平成 26 年５月末までに更新の手続きをしていただけない場合は、「ぼらんてぃあだより７月号」から
送付およびメール配信を停止させていただきますのでご了承ください。
※６月以降に手続きをした場合は、手続き月の翌々月から送付およびメール配信を再開します。
平成 25 年度にグループおよび個人登録をしていただいた方には、ボランティア活動保険の申込み
書類と併せて２月末に発送いたしました。
なお、ボランティア登録用紙は、「とよたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
にて閲覧・ダウンロードができます。
◎問合せ・申込み

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３階交流コーナーの展示品募集中！
現在、豊田市社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターでは、皆さんが今まで以上に気軽に交
流コーナーに立ち寄れるような企画を考えています。
日頃のボランティア活動で作られた作品（手芸・切り絵・絵手紙・手づくりおもちゃなど）や活動写真
を壁や机に展示しませんか？
作品を展示希望のグループおよび個人の方は、社協ボランティアセンターまでご連絡ください。
※応募多数の場合はご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
詳細については、社協ボランティアセンターまでご連絡ください。
みなさんのご協力をお待ちしております。

◎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）

芸能ボランティアさんを紹介・募集しています！
豊田市社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターでは、お祭りやレクリエーションの
時間に芸能発表をしていただけるボランティアと、芸能発表をしてほしい施設・団体との
コーディネートを行っています。
芸能ボランティアに来てほしい方、芸能発表をしたい方は、社協ボランティアセンター
までご連絡ください。
社協登録芸能ボランティアの主な活動
■グループ 楽器演奏（オカリナ・大正琴・ギター・ハーモニカ・和太鼓 など）
踊り（日舞・洋舞・懐メロの舞踊・民謡・フラダンス など）
その他（腹話術・皿廻し・チンドン・バルーンアート・人形劇・手品・紙芝居 など）
■個
◎問合せ

人

尺八・オカリナ・ヴァイオリン・手品・腹話術 など
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）

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５月号

わくわくステージ＆笑ＨＡＨＡひろば 出演者募集中！
平成 26 年度の豊田市福祉センター１階ロビーおよび３階交流コーナーにて開催される「わくわくス
テージ」「笑ＨＡＨＡひろば」に出演してくださるボランティアグループおよび個人の方を、引き続き募集
しています。皆さんで一緒に豊田市福祉センターを盛り上げませんか？！
自分たちの活動を披露したい方、活動の幅を広げたい方は、豊田市社会福祉協議会（社協）ボラ
ンティアセンターまでご連絡ください。
※「わくわくステージ」「笑ＨＡＨＡひろば」に出演希望のボランティアグループおよび個人の方は、
社協ボランティアセンターへの登録が必要となります。

☆わくわくステージ☆
■と

き

★笑ＨＡＨＡひろば★

第１木曜日
正午～午後０時 30 分

■と

■と こ ろ

豊田市福祉センター
１階ロビー

■と こ ろ

豊田市福祉センター
３階交流コーナー

■内

楽器演奏、歌、踊り、
手品等の披露など

■内

子どもと保護者が楽しめる企画
（紙芝居、人形劇、工作など）

容

◎問合せ

き

容

第３火曜日
午前 10 時～午前 11 時

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）

【問題】
正三角形を２個使って、正六角形を作るに
は、どのようにしたらよいでしょう？

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
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７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。
５月末日締切り（当日消印有効）

【３月号の正解】ユニバーサルデザイン
デザインの特徴としては、
「誰でも公平に利用できる」
「使用方法が簡単にわかる」などが含まれています。
このようなデザインは、シャンプー容器のギザギザやノンステップバス等に用いられています。
※３月号の応募総数は 12 通中、正解９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。
（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５月号

豊田市福祉センター３階交流コーナー等カレンダー（５月）
下記の予定は、どなたでも予約なしで参加できます。お気軽にお越しください。
「わくわくステージ」は１階ロビー、それ以外は３階交流コーナーにて開催します。（◆は社協主催）
日

月

火

水

◆わくわくステージ・・・５月はお休み
※６月は５日（木）に開催

木

金

土

１

２

３

◆使用済み切

◆笑ＨＡＨＡひろば・・・５月 20 日（火）
手づくりおもちゃなど（手づくり遊びを楽しむ会）

休み

手等整理作業
（10:00～12:00）

４

５

６

７

８

休み

休み

休み

切り絵サークル

聴こえない方と

（10:00～12:00）

交流

９

10

（10:00～12:00）
11

12

13

14

15

16

17

休み

休み

18

19

20

21

22

23

24

休み

休み

◆笑 HAHA ひろば

切り絵サークル

◆ぼらんてぃあ

（10:00～11:00）

（10:00～12:00）

だより発送作業
30

31

（10:00～12:00）
25

26

休み

休み

27

28

29

「有言実行本
舗」絵本ぽー
（10:00～12:00）

◆ボランティア情報交換会

・・・ボランティアの方々への情報提供等とボランティア同士の情報交換会です。

【隔月下旬】 ６月 25 日（水）開催（予定）／５・７月はお休みです

ボランティア
◆使用済み切手等整理作業

・・・使用済み切手等整理するボランティア作業です。

【毎月第１木曜日 午前 10 時～正午】 ５月１日（木）／６月５日（木）／７月３日（木）
◆ぼらんてぃあだより発送作業 ・・・ぼらんてぃあだよりを折って封筒に入れるボランティア作業です。
【毎月下旬 午前 10 時～正午】 ５月 22 日（木）／６月 24 日（火）／７月 23 日（水）

□■

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
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

