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No314

平成 26 年度

とよた福祉教育推進セミナー
福祉教育では、自立した個人が、互いにその存在を認め合い、かかわりを大切
にしながら生きていくという「共生」の思想を大切にしています。
このセミナーでは、「ともに生きる力」を育む福祉教育について、児童・生徒、教
師、施設職員、実践教室講師、地域住民が協同で学び合い、学校や地域におい
て共生の文化を創造する総合的な活動につなげていくことを目的に開催します。

■と

き

平成 26 年８月 29 日（金）午後１時～午後４時 15 分

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（錦町 1-1-1）

■参加者

豊田市内の小・中・高校の教員、豊田市内の福祉施設職員
障がいを理解するための実践教室講師
民生児童委員・主任児童委員、コミュニティ会議福祉部会員
その他、福祉教育・防災教育に関心のある市民 等

■内

＊今月の花＊
ラベンダー
（あなたを待っています、期待）

分
科
会
（
定
員
は
各
３
０
名
）

ボランティア
をするあなたを
待っています！

容
①障がいを理解するための実践教室：「実践教室で児童・生徒に伝えたい視点」
【講話】障がい≠個性－個を認め合うことの本質－
講師：ユートピア若宮 理事長 木本 光宣 氏
【体験】大人の学び「発達障がい」の理解
講師：はっぴぃりんぐの会
②施設交流：「施設での体験・交流するための視点」
【講話】交流の意義と「事前学習」と「事後学習」の重要性
講師：日本福祉大学 非常勤講師・名古屋短期大学 非常勤講師・名古屋医専 教官 山村 史子 氏
【学校教諭による実践事例】および【福祉施設職員との情報交換会】
③防災教育：「福祉の視点による防災教育の取り組み」
【トークセッション】東日本大震災に学ぶ！「ともに生きる力を育む防災教育」
講師：椙山女学園大学 准教授 谷口 功 氏
学校教諭（調整中）
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 係長 栗本 浩一
【体験】新聞紙スリッパ、非常用持ち出し品 等

ぼらんて君
■定
皆さんのご参加を
お待ちしております！

員

先着 90 名（各分科会 30 名）

■参加費

無料

■申込み

平成 26 年７月８日（火）～８月１日（金）までに
下記申込み先まで、電話にてお申込みください。
※各分科会先着 30 名で締め切らせていただきます。

◎問合せ・申込み
■主

催

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）

豊田市社会福祉協議会
（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７月号

ベルマークを集めています！
豊田市社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターでは、ベルマークを集めています。ベルマーク
は約 2,000 種類の商品についています。マークを切り取って、社協ボランティアセンターまで郵送また
はご持参ください。なお、マークを切りそこなっても、会社名と点数が残っていれば有効です。
※使用済み純正 Canon・EPSON・brother インクカートリッジもベルマーク商品です。
市民の皆様からいただいたベルマークを、市内の児童養護施設等に寄付させていただき、必要な
文具・施設備品などと交換して役立てられています。
豊田市福祉センター３階交流コーナーには、皆様からいただいたベルマークがどのように使われ
ているのかを展示していたり、ベルマークを集めている児童養護施設梅ヶ丘学園にメッセージを書く
コーナーもあります。ぜひお気軽に交流コーナーへお越しください。
◎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）

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、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。
なお、７月は「切り絵サークル」さんの切り絵作品展示、８月は「いしの梅一座」さんの活動写真展
示を行います。皆さんお気軽に展示品を見にご来場ください。
◎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）

ボランティア情報交換会について！
偶数月の下旬に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ています。
８月は下山地区を拠点に活動しているボランティアの方々と情報交換会を行います。
ボランティアをしている方、ボランティアに関心のある方はどなたでも予約なしで参加できます。
お気軽にご参加ください！
■と

き

８月 22 日（金）午前 10 時～11 時 45 分 （予定）

下山地区のボランティアの方々
と楽しく交流をしましょう♪

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階 交流コーナー（錦町 1-1-1）

■内

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

容

下山地区のボランティアの方々との情報交換会
■参加費

無料

◎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）

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７月号

わくわくステージ＆笑ＨＡＨＡひろば 出演者募集中！
社協ボランティアセンターでは、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。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、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

第１木曜日 正午～午後０時 30 分

■と こ ろ

豊田市福祉センター １階ロビー（錦町 1-1-1）

■内

楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露など

容

☆今年度の出演者を HP「とよたぼらんてぃあ広場」に掲載しています！

４月：Ｑちゃんのおしゃべりギター
（フォークグループかすみ草さん）

★笑ＨＡＨＡひろば★
■と

４月：紙芝居・絵本の読み聞かせなど
（わくわくセブンさん）

き

第３火曜日 午前 10 時～午前 11 時

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階交流コーナー（錦町 1-1-1）

■内

子どもと保護者が楽しめる企画（紙芝居、人形劇など）

容

◎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）

【問題】
環境省が提唱するクールビズ （温室効果ガス

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。

削減のため、冷房時の室温 28℃でも快適に過ごす

官製はがきの表面に下記の問合せ先の宛名、

ことのできるライフスタイル）の「ビズ」は何の

裏面に【①クイズの答え②氏名③住所④電話番

略でしょう？
★ヒント★

号⑤年齢⑥職業⑦ぼらんてぃあだよりの入手方

○○○○（カタカナ４文字）

法⑧ぼらんてぃあだよりへのご意見・ご感想な

☆クイズの正解は

ど】を記入し、ご応募ください。

「ぼらんてぃあだより９月号」にて発表します。

７月末日締切り（当日消印有効）

【５月号の正解】
右図のように三角形を重ね合わせると正六角形が作れます。

※５月号の応募総数は 12 通中、正解 12 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７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（７月）
下記の予定は、どなたでも予約なしで参加できます（笑 HAHA ひろば以外） 。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

木

金

土

１

２

３

４

５

切り絵サークル

◆使用済み切

（10 時～正午）

手等整理作業

「本間影堂」さんによ
る尺八演奏♪

６

７

休み

休み

８

14

15

16

休み

休み

◆笑 HAHA ひろば

切り絵サークル

（10 時～11 時）

（10 時～正午）

22

23

休み

休み

◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（正午～12 時 30 分）
10

11

12

17

18

19

24

25

26

聴こえない方と

13

21

（10 時～正午）

９

「腹話術にっこにこ」さんによる腹話術・マジックなど♪

20

7 月 15 日（火）の「笑
HAHA ひろば」申込
み開始（午前９時～）
電話：0565-35-0619

交流（10 時～正午）

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

27

28

休み

休み

29

30

◆ボランティア情報交換会

31

・・・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】 ８月 22 日（金）（予定）／７・９月はお休みです

ボランティア

詳細は２ページでご確認ください。

◆使用済み切手等整理作業

８月は２回実施します。

・・・使用済み切手等を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】 ７月３日（木）／８月７日（木）・27 日（水）／９月４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】 ７月 23 日（水）／８月 20 日（水）／９月 24 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、祝日はお休みです。
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

