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「ボランティア体験隊 2014」が
開催されました！
「ボランティア体験隊 2014」は、夏休み期間（７月 22 日～８月 31 日）にボ
ランティア体験をしてみよう！という企画です。
豊田市内の高齢者施設・障がい者施設・こども園等の福祉施設及びボラ
ンティア団体の皆様が用意してくださった 139 件のボランティア体験メニュー
に約 970 人の方が申し込み、ボランティア体験をしました。
体験された中学生からの声を一部お届けします。

高齢者とのふれあい体験
●自分が介護する立場になった
時は、どんな時でもやさしく笑
顔で接したいです。
●高齢者の方々と交流する機会
があれば､また参加したいです｡

点訳体験
●日常生活で点字を見つけた
時、どう書いてあるのか触って
調べたいです。
●今回学んだことを他の人にも
伝えていき、皆にもっと点字を
知ってほしいです。

ロータスクーポン整理作業体験
＊今月の花＊

●初めて会う人と話をしながら作

ダリア

業ができて楽しかったです。

（華麗、威厳、感謝）

●ロータスクーポンを集めると盲
導犬の育成に役立つと初めて
知りました。

施設のペンキ塗り体験
●これからも自主的にボランティ
感謝の気持

アをして、いろんな人を喜ばせ

ちでボラン

たいです。

ティア！

ぼらんて君

●ボランティアは何ももらえなくて
も、人の役に立てるだけで楽し
い事を学びました。

豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターには、ボランティア体験隊に参加して「楽しかった」「ま
たやりたい」との声が多く届いております。この体験を通じて、福祉に興味を持ったり、地域でボランテ
ィアを始めるきっかけにしてほしいと思います。
また、夏休みに限らず、「ボランティアをやってみたい」という方は、いつでも募集しておりますので、
ボランティアセンターまでお気軽にご連絡ください。
※ボランティア体験隊事業には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
◎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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市内でのボランティア活動を探すなら「インフォメーション」！
豊田市内の福祉施設等でのボランティア募集情報（常時募集情報）を集約し
た「市民のためのボランティアインフォメーション」冊子を更新しました。
冊子は豊田市福祉センター、社会福祉協議会各支所、市内交流館、とよた
市民活動センター等に設置してあります。ホームページ「とよたぼらんてぃあ広
場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧・ダウンロードできます。
お手伝いを必要としている人がいます。まずは一歩踏み出してみませんか ？
◎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）

★活動内容等に関する問合せ・申込みは、各施設の担当者の方に直接ご連絡ください。

高齢者施設
■ケアハウス豊田（野見山町 5-80-1）
内容：①屋外でできるスポーツの指導（グランドゴ
ルフ、パターゴルフ）②囲碁、将棋の相手
日時：①②月に１回程度でも可
電話：88-1744／担当：室田
■東山デイサービスセンター（東山町 2-1555-1）
内容：①入浴後の整髪及び水分補給②昼食準備
と片付け③レクリエーションの手伝い④話し
相手⑤おやつの準備と片付け⑥掃除⑦芸
能ボランティア⑧囲碁、将棋の相手
日時：①②毎日 午前 10 時 30 分～午後０時 30 分
③④⑤毎日 午後１時～午後３時 30 分
⑥いつでも ⑦毎日 午後２時～午後３時
⑧毎日 午前 10 時～正午､午後１時～午後２時
電話：87-1191／担当：本田・美和
■デイサービス心羽（このは）（大成町 3-94）
内容：①囲碁、将棋の相手②楽器演奏や歌、踊り
等の披露③絵手紙、習字、手芸の指導
日時：①月～土曜日 午前 11 時～午後３時
②③月～土曜日 午後２時～午後３時
電話：25-0366／担当：藤井
■特別養護老人ホーム うねべの里 （畝部西町西裏 100）
内容：楽器演奏、歌、踊りの芸能訪問
日時：土・日曜日 午後２時～午後３時
電話：25-0044／担当：鈴木

■㈱ライフサポート豊田南デイサービス（若林東町中外根 103-2）
内容：①活動や簡単な作業の手伝い（将棋、折り
紙等）②慰問ボランティア（歌、踊り等）
日時：①月～土曜日 午後２時～午後３時 30 分の
内､都合の良い時間 ②月～土曜日 午後２
時～午後３時 30 分
電話：51-5130／部田・山口
■つつみ園デイサービスセンター（堤町堤 18-1）
内容：①体操・レクリエーションの手伝い
②話し相手③入浴後のお茶準備
日時：①月～土曜日 午後２時～午後４時
②③月～土曜日 午前 10 時～正午
電話：51-5207／担当：加藤

障がい者施設
■社会福祉法人 輪音 さくらの杜ヘルパーステーション
レスパイト事業さくらの杜（長興寺 10-36）
内容：①利用者との会話、お出かけ
②食事準備の手伝い（食事の刻み等）
日時：①②月～金曜日 午後４時～午後８時
土・日・祝日 午前 10 時～午後５時
電話：34-0737／担当：松井
■ハートピア豊田の杜（中根町男松 80）
内容：知的障がいを持つ方の作業・余暇活動の支
援（作業、ウォーキング、カラオケ、創作等）
日時：月～金曜日 午前 10 時 30 分～午後３時 30
分の内、都合の良い時間
電話：51-1611／担当：長屋

■メグリアデイサービスセンター（御幸本町 5-300-7）
内容：①話し相手②レクリエーションの手伝い
③食後の外出（散歩）の手伝い
日時：①土・日曜日 午前 10 時～正午
上記施設は、今年度の冊子にてボランティア募
②月～金曜日 午後２時～午後３時
集をする新たな施設です。なお、活動日時は掲
載している期間の都合の良い日時で構いませ
③月～金曜日 午後１時～午後２時
ん。詳細は各施設にお問い合わせください。
電話：26-1565／担当：水溜
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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すぐ役立つ 実践的「傾聴講座」開催します！
「傾聴」とは、耳を傾け、相手の心に寄り添って話を聴くことです。高齢者や病気を持った方に対し
てだけでなく、家庭や職場の人間関係の中でも、互いの思いを聴くことで、今後の日常生活やボラン
ティア活動、家族や友人とのコミュニケーションに役立てることができます。
「聴く」ことの意味を学び、傾聴の大切さや心構えをいっしょに学習してみませんか？
■と

き

平成 26 年 10 月７日（火）、10 月 14 日（火）、10 月 21 日（火）いずれも午前 10 時～正午

■と こ ろ

豊田市福祉センター３階 34・35 会議室（豊田市錦町 1-1-1）
※10 月 21 日のみ４階 44・45 会議室

■内

傾聴の基礎を学び、ロールプレイ（役割演技）などを行う
傾聴ボランティアとして活動されている方の体験談を聞く

容

■対象者

豊田市在住・在勤で、全日程、受講可能の傾聴ボランティア活動に興味のある方

■定

先着 30 名

員

■参加費

500 円（全日程通して、参加費（資料代）は当日徴収します）

■申込み

９月９日（火）午前９時～電話もしくは来室にて受付

◎問合せ・申込み

毎年人気の傾聴講座です！
参加希望の方は、お早めに
お申込みください☆

豊田市ボランティア連絡協議会事務局
豊田市錦町 1-1-1 豊田市福祉センター３階交流コーナー
電話：35-0619（受付時間：火～土曜日 午前９時～午後５時）

【問題】
1923 年（大正 12 年）に発生した関東大
震災にちなんで制定された「防災の日」は
９月何日でしょう？

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４ページ下部記載の問合せ
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

☆クイズの正解は

見・ご感想など】を記入し、ご応募ください。

「ぼらんてぃあだより 11 月号」にて発表します。
９月末日締切り（当日消印有効）

【７月号の正解】ビジネス
オフィスで快適に過ごすため、平成 17 年夏にスタートしたのが「COOL BIZ（クールビズ）★」です。
★「涼しい」や「格好いい」という意味の『クール』と､仕事や職業の意味を表す『ビジネス』を併せたもの。

クールビズは服装の素材からデザイン、コーディネートまで様々な提案がなされています。
※７月号の応募総数は 16 通中、正解 16 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（９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

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

切り絵サークル

◆使用済み切

（10 時～正午）

手等整理作業

休み

「ヴィオリラ＆フルートアンサンブルＴ」
さんによるヴィオリラ・フルート演奏♪

７

８

休み

休み

14

15

休み

休み

（10 時～正午）
◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（正午～12 時 30 分）

９

10

11

12

13

16

17

18

19

20

26

27

切り絵サークル
（10 時～正午）

21

22

23

24

25

休み

休み

休み

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

聴こえない方と

28

29

休み

休み

交流（10 時～正午）

30

◆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】 10 月 25 日（土）（予定）／９・11 月はお休みです

ボランティア
◆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】 ９月４日（木）／10 月２日（木）／11 月はお休みです。
◆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】 ９月 24 日（水）／10 月 23 日（木）／11 月 21 日（金）

□■

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

