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豊田市福祉センター ３階

「交流コーナー」へようこそ！
豊田市福祉センター３階交流コーナーは、ボランティアや市民団体が相
互交流を図るために利用できるお部屋です。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。

展示ブース

作品募集中！

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。
８月は「いしの梅一
座」さんの活動写真
展示を行います。

＊今月の花＊
ゼラニウム
（決心、堅実、真の友情）

↑７月の「切り絵サークル」さんの作品展示の様子

梅ヶ丘学園にベルマーク・メッセージを届けよう！

ボランティア
で真の友情
が芽生える!?

ぼらんて君
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。

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。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。
みんなで木を梅ヶ丘学園へ
のメッセージの葉でいっぱ
いにしませんか？

↑メッセージを書く葉（紙）

◎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
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社協のボランティアグループ活動に関する助成金を希望される方は･･･

ボランティア登録をお早めに！
社協ボランティアセンターは、地域福祉活動の推進・活性化を図ることを目的とし、社協登録ボラン
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。
助成金対象グループは、毎年８月 31 日以前に社協ボランティアセンターに登録したボランティア
グループになります。（対象外：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②９月１日
以降の登録ボランティアグループ③ＮＰＯ法人）
助成金を申請したいボランティアグループで、今年度社協ボランティアセンターに登録していない
ボランティアグループは、８月 30 日（土）まで※に必ずボランティア登録をお願いします。※日曜日は休み
◎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。
■と

き

８月 22 日（金）午前 10 時～11 時 45 分

■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
◎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）

トヨタ記念病院「病院ボランティア養成講座」を実施します！
病院などでボランティア活動をするための基礎的な知識と技術の習得をする「病院ボランティア養
成講座」を実施します。トヨタ記念病院以外の病院でボランティアする方でも受講できます！
■と

き

平成 26 年９月 12 日（金）、10 月 10 日（金）、11 月 14 日（金）、12 月 12 日（金）
平成 27 年１月９日（金）、２月 13 日（金）、３月 13 日（金） いずれも午前 10 時～正午
※全日程受講できない方でも受講可能です。ただし、受講できない日の補講はありません。

■と こ ろ

トヨタ記念病院（平和町 1-1）

■参加費

無料

■申込み

８月 18 日（月）より氏名、住所、電話番号をＦＡＸで「みつわ会」事務局（担当：近藤）まで

◎問合せ・申込み

■人

数

■講

師

トヨタ記念病院職員他

先着 20 人

トヨタ記念病院 病院ボランティア「みつわ会」事務局 担当：近藤
電話：24-7169 ＦＡＸ：24-7178

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８月号

第 23 回 全国ボランティアフェスティバル ぎふ！
「全国ボランティアフェスティバル」は、ボランティア・市民活動に関する全国
的な情報交換・研究協議の促進や、開催県のボランティア・市民活動推進基盤
の強化等を目的に、１年に１回開催されるイベントです。
第１回は兵庫県で開催され、昨年は高知県･･･そして今年は「岐阜県」で行
われます！今回のテーマは『おいでよ志（みんな）大地（ちいき）を潤す清流とな
って』。全国の方とつながるチャンスです！ぜひ参加してみませんか？
■と

き

平成 26 年９月 27 日（土）・28 日（日）
27 日（土）は午後０時 30 分～午後５時 15 分、28 日（日）は午前９時～午後３時 40 分

■と こ ろ

長良川国際会議場（岐阜県岐阜市長良福光 2695-2） 他

■内

１日目（９月 27 日）･･･記念講演、清流トーク・セッション第１部、１文字造語表彰式 など

容

２日目（９月 28 日）･･･分科会（29 種類）、清流トーク・セッション第２部、引継式 など
■参加費

＜参加登録料＞3,000 円（大学生以下無料） ※交流会は別途 5,000 円

■申込み

大会専用ホームページ（http://www.winc.or.jp/zvf/）から申込用紙をダウンロードし、

８月 22 日（金）までにホームページまたは FAX・郵送にて「トップツアー㈱岐阜支店」へ
お申込みください。
◎問合せ

第 23 回全国ボランティアフェスティバルぎふ実行委員会事務局
電話：058-274-2940 FAX：058-274-2945

【問題】
ボランティアの語源は何語でしょう？

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、

①ドイツ語

②スペイン語

③ラテン語

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 10 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。
８月末日締切り（当日消印有効）

【６月号の正解】ブラジル（伯剌西爾）
2014FIFA ワールドカップの開催国はブラジル（伯剌西爾）です。
残念ながら日本は１次リーグ敗退という結果になってしまいましたが、
次回の 2018 年のロシア大会に向けて日本代表選手には頑張ってほしいですね！
※６月号の応募総数は 11 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。
（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階交流コーナー等カレンダー（８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

３

４

休み

休み

火

水

５

６

７

切り絵サークル

◆使用済み切

（10 時～正午）

手等整理作業

「NPO とよた羽ばたけ天翔」さんによる
ギター演奏と歌♪

10

11

休み

休み

17

18

休み

休み

木

25

休み

休み

土

１

２

８

９

夏休みのため学生も来ます☆

（10 時～正午）
◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（正午～12 時 30 分）

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

◆ ボ ランテ ィア
情報交換会
（10 時～正午）

「有言実行本舗」哲学ｶﾌｪ
（10 時～正午）
切り絵サークル
（13 時～15 時）

24/31

金

26

夏休みのため学生も来ます☆

27

28

◆使用済み切

聴こえない方と

手等整理作業

交流（10 時～正午）

29

30

（10 時～正午）

◆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】 ８月 22 日（金）／９月はお休みです／10 月 25 日（土）（予定）

ボランティア

８月は２回実施します。

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

・・・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】 ８月７日（木）・27 日（水）／９月４日（木）／10 月２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】 ８月 20 日（水）／９月 24 日（水）／10 月 23 日（木）

□■

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

