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わくわくステージ&笑ＨＡＨＡひろば
出演してくださる方募集中！
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？！

★わくわくステージ★
■と き
■と こ ろ
■内 容

第１木曜日 正午～午後０時３０分
豊田市福祉センター １階ロビー
楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露

★笑ＨＡＨＡひろば★
■と き
■と こ ろ
■内 容

第３火曜日 午前１０時～午前１１時
豊田市福祉センター ３階交流コーナー
子どもと保護者が楽しめる企画（紙芝居、人形劇、工作等）

★その他★
＊今月の花＊
すみれ
（慎み深さ、小さな幸せ）

現在、豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、上記２つの企
画以外に、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。
（例）ボランティアの活動紹介パネルや活動披露スペースの設置
福祉施設のボランティア募集情報や施設概要パンフレットの設置
ボランティアや福祉施設の作品展示 など

みなさんのご協力をお待ちしています！
ボランティア
で小さな幸

「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、
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターへの登録が必要となります。

せを！

ぼらんて君

◎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）

確定申告のため、車でのご来館にご注意ください！
１月 31 日（金）～３月 18 日（火）の期間、豊田市福祉センター４階が「確定申告」の
会場（※準 備 等 含 む）となるため、豊田市福祉センターの駐車場の混雑が予想されます。
駐車可能台数には限りがありますので、お車の乗り合わせや公共交通機関のご
利用にご協力ください。
◎問合せ

豊田市福祉センター事務局 電話：34-1131（祝日を除く月曜日休み）
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①
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子ども達の遊び相手・見守りボランティア募集！
豊田市内の障がいを持った子ども達を支える施設で、子ども達の遊び相手やちょっとした見守りをして
くださるボランティアを募集しています。子どもが好きな方、福祉に関心のある方などお待ちしています。

◎問合せ・申込みはそれぞれの施設の担当者の方に直接ご連絡ください。
■社会福祉法人 輪音（わおん） 放課後等デイサービス 海音（かのん） （栄生町 3-24-2）
内容：知的障がいを持った子ども達（小学生等）と一緒に遊ぶ 等
日時：①月～金曜日（祝日含む） 午後３時 30 分～午後５時 30 分の内、都合の良い時間
②長期休み等の月～金曜日（祝日含む） 午前９時～正午・午後２時～午後４時の内、都合の良い時間
電話：33-8600／担当：中村
■社会福祉法人 オンリーワン （柿本町 5-31-2）
内容：①知的障がいを持った子ども達（小学生等）の平日放課後支援
②知的障がいを持った子ども達（小学生等）の土曜日・祝日の余暇支援
日時：①月～金曜日 午後３時～午後５時 ②土曜日・祝日 午前 10 時～午後３時
電話：28-0567／担当：山口
■豊田市こども発達センター たんぽぽ （西山町 2-19）
内容：肢体不自由児（４・５歳児）の遊びの介助
日時：毎週月曜日（祝日除く） 午前 10 時～正午 ※詳しい日程は下記電話番号へご連絡下さい。
電話：32-8982／担当：浅谷・八幡

赤い羽根 ３.１１いわて沿岸地域応援募金！
平成 23 年３月 11 日に発生した「東日本大震災」の現地支援活動を、豊田市社会福祉協議会では
市民の皆様と共に取り組んできました。
東日本大震災から、まもなく３年の節目を迎えようとしています。
今回、その支援先の岩手県陸前高田市、大船渡市の両社会福祉協議会を通じて、沿岸地域にお
ける活動支援のための「沿岸地域応援募金」の情報提供を受けましたので、岩手を応援してきた豊
田市社会福祉協議会として、市民の皆様方にお知らせさせていただきます。
「赤い羽根 3.11 いわて沿岸地域応援募金」は、東日本大震災により様々な痛みを受け、今を生き
ようとする人たちの思いをカタチにしたいという熱意のこもった事業の実施を応援する募金です。
しかし、この事業を来年度実施するためには、約 2,400 万円の募金を必要としております。
皆様のご協力、よろしくお願いいたします。
※詳細については、下記ホームページでご確認下さい。
■社会福祉法人 岩手県共同募金会 ⇒ http://www.akaihane-iwate.or.jp/
趣旨にご賛同いただける方は、豊田市社会福祉協議会に所定の「払込取扱票」や別紙チラシがあ
りますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
◎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）

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
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地域の皆さんが参加する「地域福祉活動計画」策定のための
「住民懇談会」が始まりました！
豊田市社会福祉協議会では、「誰もが、いつまでも、安心して、自分らしく暮らせる地域社会づくり」
を目指し、市民の皆さんや関係機関・団体と連携・協働しながら福祉活動をすすめるための「地域福
祉活動計画」を平成 25・26 年度の２年間で策定していきます。
この計画づくりに欠かせない地域の皆さんとの意見・情報交換の場「地域住民懇談会」が、12 月
25 日の美里地区を皮切りに、各中学校区単位で始まりました。
第１回目の「住民懇談会」では、まず、参加された方々に
「住民が主役となった地域福祉活動の展開に向けて」と題し
た地域福祉活動の基本についての確認をしていただき、そ
の後、①私が住んでいる“まち”の安全・安心なところ、自慢
できるところ、②普段の暮らしの中で感じる“心配ごと・悩み
ごと・困りごと”などについて意見交換をし、地域の現状を共
有しました。
次回以降は、意見交換で出された課題の解決に向けて、その方策などを皆さんと共に考え、地域
の皆さんが主役となって行動していただけるような計画づくりを図っていきます。
◎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）

愛知国際病院 ホスピスボランティア入門講座のご案内！
愛知国際病院で活動するボランティアグループ「紫苑」は、ホスピス（がん患者さんの様々な身体
症状を和らげ、大切なお時間をその人らしく暮らしていただくための専門施設）での活動が中心です
が、外来や一般病棟でも園芸や生花などを行っています。
今回、ボランティア「紫苑」の活動を広く知っていただくため、以下のように講座を開催いたします。
また、「紫苑」入会を希望される方には、2014 年度ボランティア募集についてのご案内もあわせて行
います。ホスピスボランティアに関心をお持ちの方々のご参加をお待ちしています。
■と

き

①平成 26 年４月５日（土）午前 10 時～11 時 30 分
②
４月８日（火）午前 10 時～11 時 30 分
③
４月９日（水）午後２時～３時 30 分

３回とも内容は同じです。
ご都合の良い回にご参加ください。

■と こ ろ

愛知国際病院ホスピス（〒470-0111 日進市米野木町南山 987-31）

■内

容

ホスピスとは／ボランティア活動の実際／ボランティアから

■定

員

各回 20 名

■受 講料

無料

■参加資格

当院でのボランティアに関心がある方。性別・年齢は問いませんが、学生の方はご遠慮下さい。

■申 込み

申込書（※）にご記入の上、返信用封筒（宛名明記、82 円切手貼付）を同封し、４月１日
（火）までに郵送してください。 ※申込み希望の方は電話にて申込書をご請求下さい。

◎問 合せ

愛知国際病院 担当：ボランティアコーディネーター 高田清子 電話：070-5645-8252

■主

愛知国際病院

催

（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階ロビー等では、様々な催しを

３月･４月の予定

行っています。誰でも予約なしで参加できます。

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

☆ボランティア ON ステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分

電話：35-0619 (日・月曜日、祝日休み)

・３月６日（木） ♪内容 歌とギター演奏（のの花）

開館時間：午前９時～午後５時

☆ボランティア活動お役立ち講座「笑顔でボランティア」
（３階 34・35 会議室）午前９時 30 分～11 時 45 分
ボランティア (３階交流コーナー)
笑いヨガ・健康体操・ゲームなど
使用済切手・ﾍﾞﾙﾏｰｸ整理作業 ・３月 18 日（火）
・３月６日（木）
・４月３日（木）

午前 10 時～正午

ぼらんてぃあだより発送作業
・３月 25 日（火）
・４月 23 日（水）

♪内容 笑顔でボランティア活動をするためのヒントを学ぶ

豊田市社会福祉協議会（社協）のイベント
☆わくわくステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分

午前 10 時～正午 ・４月３日（木） ♪内容 未定

☆笑ＨＡＨＡひろば（３階交流コーナー）午前 10 時～午前 11 時
・４月 15 日（火） ♪内容 未定

◆□クイズコーナー□◆
【問題】障がいの有無、年齢、性別、人種などにかかわ
らず、多様な人々が利用しやすいように都市や生活環境
をデザインしていこうとする考え方を何というでしょ
う？
豊田市福祉センターでも、誰もが快適
に利用できる施設を目指して、さまざ
まな場所に取り入れています！

★ヒント★

カタカナ 10 文字です。

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
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。

☆クイズの正解は「ぼらんてぃあだより５月号」にて発表します。

３月末日締切り（当日消印有効）

【１月号の正解】４
８０１９は４です。これは各数字の○で囲まれた部分の合計です。
８は「２」
、０は「１」
、１は「０」
、９は「１」
これらの数を合計すると、２＋１＋０＋１＝ ４ となります。
※１月号の応募総数は 12 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
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

