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新年あけましておめでとうございます！
昨年は豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター事業に
ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成 25 年度
ボランティアグループ活動に関する
助成金申請が始まります！
豊田市社会福祉協議会では、地域福祉活動の推進・活性化を図ることを
目的とし、本会登録ボランティアグループへのボランティア活動に関する助
成を実施します。

＊今月の花＊
胡蝶蘭（こちょうらん）
（清純、幸福が飛んでくる）

■助成金対象グループ■
今年度の８月 31 日以前に本会ボランティアセンターに登録したボランティア
グループ
※以下の①・②の条件に該当する場合は対象外です。
①会費等を徴収せずに活動しているボランティアグループ
②ＮＰＯ法人
■対象事業■
本会にボランティア登録する団体が、ボランティア活動を更に充実・発展さ
せるために実施する事業で、平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 15 日まで
に実施したもの

ボランティア
で幸福が飛ん
でくるかも！

ぼらんて君
❀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
みは12月29日（日）～１月

■助成内容■
対象グループ自らが主催する講座、講演会、学習会等の研修活動に必要
な経費のほか、活動に伴う材料費、事務消耗品及び通信運搬費等
※飲食代等の食糧費、娯楽費、電話代・FAX 代・メール代、ボランティア活
動保険等は対象外です。
■助成金額■
経費の２分の１以内
１会計年度につき１グループ１回とし、助成金の上限は２万円
■申請方法■
申請書に必要事項を記入し、助成金に関わる証明書類（領収書等）を添付
の上、平成 26 年３月１日（土）～３月 15 日（土）までに本会地域福祉課まで
ご提出ください。

３日（金）です。
１月４日（土）から業務を開
始します。

◎問合せ・申込み

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 （錦町 1-1-1）
電話：31-1294 （日・月曜日、祝日、年末年始休み）
（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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高齢者施設の利用者さんのお話し相手ボランティア募集！
豊田市内の高齢者施設で、施設利用者さんのお話し相手をしてくださるボランティアを募集してい
ます。介護等の専門的な知識は必要ありません。人との関わりが好きな方、介護や福祉に関心のあ
る方、誰かのために何かしてみたい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。
活動場所

活動日時（曜日／時間）

担当者／電話番号

ハートフルデイサービス
（西町 6-2-8）

月～土曜日／午前 10 時～午後４時
藤田／47-9292
30 分の内、都合の良い時間

エンジョイハウスわいわい
（朝日町 5-15-1）

月～土曜日／午前 10 時～正午

澤田／37-0611

グループホームさち（栄生町 3-58）

いつでも

神谷（真）／35-0805

特別養護老人ホーム 第２とよた苑
（大清水町大清水 179-1）

いつでも

三岡・小枝／43-0672

第２とよた苑デイサービスセンター
（大清水町大清水 179-1）

毎日／午前または午後

山田・板倉／43-0674

若草苑デイサービスセンター
（若草町 2-16-2）

毎日／午前 10 時～正午

清水／32-9823

デイサービスよっといでん
（西山町 2-38-1）

月～土曜日／午前 10 時～午後４時
林／41-6801
の内、都合の良い時間

三九朗病院 デイサービスセンター
ノアノア （小坂町 6-58）

月～土曜日／時間は相談に応じます

高瀬・池田／37-8535

介護支援センターつばさ
グループホーム（下林町 4-111）

いつでも

風間・太田／35-1819

ほっとかんデイサービスセンター
（本新町 7-48-6）

月～土曜日
／午前 10 時 30 分～午後２時

後藤／36-3008

特別養護老人ホーム豊水園
（今町 5-40-1）

月～金曜日
／午後１時 30 分～午後４時

林・谷口／74-2680

老人保健施設ジョイステイ
（平和町 1-1）

いつでも

堀田・山口・鈴木
／24-0620

特別養護老人ホームくらがいけ
（岩滝町高入 40-1）

いつでも（30 分くらいからでもＯＫ）

富田・山中／80-1102

特別養護老人ホーム

月～土曜日／午前 10 時～午後４時

ひまわりの街（本町本竜 48）

の内、都合の良い時間（応相談）

特定施設老人ホーム
豊田介護センタースミレ（中町蔵前 40）

いつでも

竹村デイサービス 菜の花
（竹町宮下 95-11）

月～土曜日／午前９時～午後４時の 細井・村上・山内
内、都合の良い時間
／51-5117

ツクイ豊田土橋
（曙町 2-57）

いつでも

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

河合／51-0880
中村／53-7060

安藤／25-2505
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平成２５年度「ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表
彰及び感謝状」を３団体のボランティアグループが受賞されま
した。受賞おめでとうございます！
★表彰★ 東山グリーンエコー
昭和 58 年４月より活動を開始し、長年にわたり、福祉施設への
訪問や障がい者団体の作業活動の補助を行うことで、障がい者
等の社会参加支援活動にご尽力されています。
現在、毎月２回程度、50～70 代の女性 14 名で活動しています。

★感謝★ 麦わら帽子
昭和 61 年７月より活動を開始し、長年にわたり、高齢者福祉施
設の利用者へ誕生日カードを送る活動を行うことで、高齢者福
祉の向上にご尽力されています。
現在、毎月１回程度、50～60 代の女性５名で活動しています。

★感謝★ 豊田おもちゃの図書館とよちゃんライブラリー
昭和 61 年 10 月より活動を開始し、長年にわたり、地域の子ども
たちが、おもちゃを通して遊びの楽しさ、夢を与えることにより児
童福祉の向上にご尽力されています。
現在、毎月３回程度、60～80 代の女性 27 名で活動しています。

ボラメ（ボランティアメール）登録者募集中！
本会ボランティアセンターでは、ボラメ登録者の携帯電話・スマートフォンのアドレスにボランティア
情報をメールで配信するサービスを行っております。（メール等の通信料は、各自ご負担となります。）
■配信内容

①豊田市内最新ボランティア募集情報
②ボランティアに関する講演会・学習会の開催案内
③ボランティアセンターからのお知らせ

■登録方法

◎問合せ

携帯電話・スマートフォンから、ボランティアセンターのメールアドレスに下記の内容で
メールを送信してください。
本会 HP「とよたぼら
んてぃあ広場」から
【送信メール内容】
も登録が出来ます！
◆宛先：vc@toyota-shakyo.jp ◆件名：ボラメ情報希望 URL は４ページをご
参照ください。
◆本文：①氏名②性別③生年月日④住所⑤電話番号
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 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階ロビーでは、様々な催しを行って

１月･２月の予定

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
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)

・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」）

開館時間：午前９時～午後５時

先着30人、風船代１本10円、申込み受付中 要予約

ボランティア (３階交流コーナー)

※今年度最後の交流サロンです！

使用済切手・ﾍﾞﾙﾏｰｸ整理作業 ☆笑 HAHA ひろば （３階交流コーナー）午前 10 時～午前 11 時
・１月はお休みです。
・２月６日（木）

午前 10 時～正午

ぼらんてぃあだより発送作業
・１月 23 日（木）
・２月 22 日（土）

午前 10 時～正午

交流コーナーの

・１月 21 日（火） ♪内容 笑いヨガ（親子のふれあい遊び）（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
※今年度最後の笑 HAHA ひろばです！

☆ボランティア ON ステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分
・１月はお休みです。
・２月６日（木） ♪内容 マジックショー（マジックゼロ）

年末年始のお休みは
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。

◆□クイズコーナー□◆

【問題】
９３８１＝３、２０１９＝２、
００００＝４、９２３０＝２ とします。
では、「８０１９」はいくつでしょうか？
★ヒント★ ８は「２」
、０は「１」です。
☆クイズの正解は「ぼらんてぃあだより３月号」にて発表します。

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。
１月末日締切り（当日消印有効）

【11 月号の正解】

１＋５＋９＝２＋６＋７＝３＋４＋８ または １＋６＋８＝２＋４＋９＝３＋５＋７
１＋２＋３・・・＋８＋９＝45 です。よって、それぞれの和が 15 となります。
１、２、３はそれぞれ別の組に入るのは明らかです。後は地道に計算します。
※11 月号の応募総数は 20 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

