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平成 26 年度
ボランティア活動保険について
平成 26 年度（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日）のボランティア
登録、ボランティア活動保険の申込み受付を平成 26 年３月４日（火）から豊
田市社会福祉協議会１階の受付窓口にて開始します。
保険料、補償金額などは平成 25 年度からの変更点はありません。
ボランティア保険はボランティア活動におけるさまざまな事故によるケガ
や損害賠償責任を補償するものです。新規の加入も受け付けています。
■保険料（１人あたり） ※平成 25 年度と同じです。
Ａプラン

Ｂプラン

基本タイプ

300 円

450 円

天災タイプ

460 円

690 円

天災タイプでは、基本タイプで
補償されない天災（地震、噴
火、津波）に起因するケガの補
償がつきます。
※ただし、天災に起因する賠
償責任の補償は対象外です。

■補償期間（保険期間）
平成 26 年４月１日午前０時～平成 27 年３月 31 日午後 12 時までの１年間
※年度途中加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償期間開始です。

＊今月の花＊
クロッカス
（信頼、あなたを待っています）

■必要なもの
・平成 26 年度 豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録用紙
・平成 26 年度 ボランティア活動保険 加入申込書
・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑）または署名
・保険料
・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名
（加入者のみの会員名簿の添付でも可）

ボランティア

■注意点
・ボランティア登録、ボランティア保険は年度ごとの更新が必要です。
・ボランティア登録をしていない方はボランティア保険に加入できません。
・加入後の被保険者の入替えや、加入プラン・タイプの変更はできません。

はあなたを待
っています！

ぼらんて君

平成 25 年度にグループおよび個人登録、保険に加入いただいた方には
申込み書類を２月中旬頃送付いたします。

◎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）

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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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。
※下記の施設は、先月号で紹介できなかったお話し相手のボランティアを募集している高齢者施設です。

活動場所
さくら病院デイケア
（豊栄町 11-131）

活動日時（曜日／時間）

担当者／電話番号

月～土曜日（祝日含む）
／午前９時 30 分～午後３時 30 分の内、 杉浦／28-3691
都合の良い時間

医療法人紘寿会
月～土曜日（祝日含む）
さとまち若林デイサービスセンター
／午前 10 時～午後３時
（若林東町高根下 93）

神谷／53-5335

有限会社カギヤグループすまいる駒場
有料老人ホーム・ショートステイ
（駒場町元城 57-2）

毎日／午後１時～午後３時

神谷／59-1250

グループホーム森津苑
（大島町栄 25-1）

いつでも／時間は相談のうえ

落合／54-0070

特別養護老人ホームこささの里
（越戸町上西小笹 116）

毎日／午前９時～午後５時

山田／46-9988

デイサービス和ごころ青木
（青木町 2-43-7）

毎日／午前 10 時～午後４時

瀬口／77-0181

豊田みのり福祉会いさと園
デイサービスセンター（井上町 5-58）

月～土曜日／午前 10 時～正午

川上／43-0611

グループホームあさがお
デイホームあさがお
（御船町東山畑 57-13）

毎日／午前 10 時～午後３時の内、都 松浦
合の良い時間
／090-3251-6924

特別養護老人ホーム保見の里
（保見町南山 109-1）

いつでも

特別養護老人ホーム笑いの家
デイサービスセンター
（滝脇町杉長入 23）

月～金曜日／午前 10 時～正午の内、
田島／58-4141
都合の良い時間

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

岡本／48-3002
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豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体、概ね月１回以上豊田市福祉センターを活動拠
点としている福祉団体は「豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカー」をご利用いただけます。

■設 置 数

20 個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm）

■利用期間

平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日の１年間

■利用個数 １グループにつき１ロッカーを原則とします。
※利用希望グループが 20 を超えた場合は、公開抽選で決定します。
※ロッカーに空きがある場合は、２個まで使用することができます。
■利 用 料

無料（グループで責任を持って利用・管理していただきます。）

■ル ー ル
①ロッカーを利用するためには申請書の提出、豊田市社会福祉協議会の許可が必要です。
②物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に限ります。
■申込み期限

平成 26 年３月７日（金）午後５時までに申請書を提出してください。

平成 25 年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、更新案内を送付させていただきます。

◎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）

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

２月26日（水） 午前９時30分～11時45分

◎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 ３階 36・37会議室 （錦町1-1-1）
豊田市社会福祉協議会・豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
ボランティア情報交換会

「地域密着型福祉全国セミナーin 豊田」ご参加ありがとうございました！
↓
全
体
会

平成 26 年１月 18 日（土）・19 日（日）に「地域密着型福祉全国セミナー
in 豊田」が開催されました。
18 日の全体会は延べ 681 名、交流会は延べ 114 名、19 日の分科会は
合計 892 名を超す多くの方がご参加くださいました。北は山形県米沢市、
南は熊本県天草市と、遠いところからお越しくださいました。
「支え合い」について皆さんと共に考えたこのセミナーをきっかけに、
「支え合う地域づくり」「福祉でまちづくり」の一翼を、地域の皆さんにも
担っていただけると幸いです。

↑
分
科
会

（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

２月･３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
電話：35-0619 (日・月曜日、祝日休み)

☆ボランティア ON ステージ （１階ロビー）正午～午後０時 30 分

開館時間：午前９時～午後５時

・２月６日（木） ♪内容 マジックショー（マジックゼロ）

ボランティア (３階交流コーナー)

・３月６日（木） ♪内容 歌とギター演奏（のの花）

使用済切手・ﾍﾞﾙﾏｰｸ整理作業
・２月６日（木）
・３月６日（木）

午前 10 時～正午

ぼらんてぃあだより発送作業
・２月 22 日（土）
・３月 25 日（火）

☆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
・３月 18 日（火） ♪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

午前 10 時～正午

笑いヨガ・健康体操・ゲームなど

◆□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？

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。

① 巴

里

（フランス：○○）

官製はがきの表面に下記の問合せ先の宛名、

② 市俄古

（アメリカ合衆国：○○○）

③ 角

（南アフリカ共和国：ケ○○○○ン）

布

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４月号」にて発表します。

２月末日締切り（当日消印有効）

【12 月号の正解】
①ア テ ネ
②ウ ィ ー ン
③ジャカルタ

（雅 典）
（維 納）
（加拉巴）

※12 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

