ぼらんてぃあだより 10 月号

10 月号 No317 福祉健康フェスティバル 2014
｢住み慣れた地域で､生涯を通じて心豊かに健康に暮らし続ける｣
市民の福祉と健康への意識の高揚を図ることを目的に、福祉健康フェス
ティバルを開催します。
今年は豊田市合併 10 周年の記念の年。「10 年」にちなんだ様々な催しを
行います。ぜひ皆様お気軽にお越しください。
■と

き

■と こ ろ

豊田市福祉センター（錦町 1-1-1）

■内

○屋外ステージ（女川町役場職員による獅子舞 他）
○新☆豊田市誕生 10 周年プロジェクト「10 年のキセキ展」

容

○医療・介護のミライを感じる「パートナーロボット」のデモ・展示
○福祉団体、豊田加茂医師会・歯科医師会・薬剤師会、
市など各種団体による展示・体験・販売など ★毎年大人気★
「民生・児童委員」
○東日本大震災被災地支援物産展
によるスタンプラ
リーもやります！
○東日本大震災被災地の今を語る
※南三陸町、女川町役場職員によるシンポジウム
○講演会 ※申込みは９月 25 日（木）で終了しています。

＊今月の花＊
マリーゴールド

平成 26 年 11 月９日（日）午前９時 45 分～午後２時

■その他

駐車場には限りがあります。
公共交通機関（とよたおいでんバス）をご利用ください。

■主

豊田市、豊田加茂医師会、豊田加茂歯科医師会、

（予言、健康、真心）

催

豊田加茂薬剤師会、豊田市社会福祉協議会
■後

援

◎問合せ
↓昨年度の様子

豊田市民生委員児童委員協議会
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）

午前 11 時～
「南三陸のさんま」の
無料配布を行います！
（先着 600 名）

真心込めて
ボランティア！

ぼらんて君

３階交流コーナー利用についてお知らせ！
11 月８日（土）、９日（日）の福祉健康フェスティバルに伴い、福祉センター３階交流コーナーの利用
が下記のとおり制限されます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご了承ください。
■11 月６日（木）午後１時～８日（土）は準備のため利用可能場所が制限されます。
■11 月９日（日）は全面利用できません。
◎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

ぼらんてぃあだより 10 月号

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、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。
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？

８月の「いしの梅一座」
さんの作品展示の様子①

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、10 月は「下山ボランティア連絡協議会」さんの活動紹介の展示を行います｡
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）

８月の「いしの梅一座」
さんの作品展示の様子②

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。 ※出演には社協ボランティアセンターへのボランティア登録が必要です。
わくわくステージ

笑 HAHA ひろば

と き 第１木曜日 正午～午後０時 30 分

第３火曜日 午前 10 時～午前 11 時

内容 楽器演奏、歌、踊りの披露など

未就園児と保護者が楽しめる企画（紙芝居など）

※「わくわくステージ」は２月５日（木）、「笑 HAHA ひろば」は１月 20 日（火）の出演者を募集しています。

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）

ロータスクーポンの寄付のご協力ありがとうございました！
社協ボランティアセンターでは、使用済み切手やベルマーク、
ロータスクーポン等を収集し、福祉施設や福祉関係機関に寄贈
しています。
平成 26 年９月末に、市民の皆様から寄せられたロータスクー
ポン 63,472 点を「ロータスクーポン株式会社」へ送付し、盲導犬
育成のために役立てられました。（※右写真は送付した一部）
たくさんのご協力ありがとうございました。
ロータスクーポンは、平成 21 年を最後にロータスクーポン付商品の販
売はすべて終了し、平成 26 年９月 30 日をもって、商品の交換受付を終
了しました。ご注意ください。
ロータスクーポン（例）→

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 10 月号

「街頭募金活動」に協力してくださるボランティア募集！
豊田市共同募金委員会は、「福祉健康フェスティバル 2014」の会場で、「赤い羽根共同募金の募
金活動」を行います。募金活動に協力してくださるボランティアを募集します。
豊田市でお寄せいただいた募金は、市内のひとり暮らし高齢者支援や障がい者介護軽減支援、
障がいを理解するための実践教室、社会福祉団体の事業費などに役立てられます。
■と

き

平成 26 年 11 月９日（日）午前 10 時～午後２時のうち、ご都合のよい時間帯

■と こ ろ

豊田市福祉センター（錦町 1-1-1）

■人

数

10 人程度

■服

装

動きやすい服装

■内

容

募金箱を持ち、上記活動場所で共同募金の協力を呼びかけます。

昨年度の様子

■申込み

平成 26 年 11 月６日（木）午後５時まで ※電話もしくは直接来館にて申込み

■その他

☆雨天時も決行します。
☆事前説明は個別に行いますので、申込み時にご都合のよい日時をお知らせ下さい。
☆ボランティア活動保険（300 円～）に加入されることをお勧めします。

◎問合せ・申込み

豊田市共同募金委員会 担当：鈴木 電話：34-1131（日・月曜日、祝日休み）

※上記の日の他に、10 月 26 日（日）、11 月 30 日（日）、12 月 14 日（日）の午前 10 時 30 分～正午まで
豊田市駅前ペデストリアンデッキでも行います。詳細は上記問合せ先までご連絡ください。

【問題】
赤い羽根共同募金運動のマスコットキャラ
クターの名前は「何ちゃん」と「何くん」
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 12 月号」にて発表します。
10 月末日締切り（当日消印有効）

【８月号の正解】③ラテン語
ボランティアの語源は「ラテン語」と言われています。
「自由意志」を意味するフランス語の＜voluntas
（ウォランタス）＞（※「喜んで～する」を意味するフランス語の＜volo（ウォロ）＞の名詞形）から、「喜び、精神」を意
味するフランス語＜volonte（ボランテ）＞が生まれ、英語＜volunteer（ボランティア）＞となりました。
※８月号の応募総数は５通中、正解５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 10 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（10 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

10 月は『下山ボランティア連

切り絵サークル

絡協議会』さんの活動紹介の

（10 時～正午）

◆使用済み切
手等整理作業
（10 時～正午）
◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（正午～12 時 30 分）

展示を行います！お気軽に展
示品を見にご来場ください。

５

６

７

休み

休み

10 月 21 日（火）の
「笑 HAHA ひろば」申
込み開始（９時～）
電話：0565-35-0619

12

13

14

休み

休み

「ますづか大正琴愛好会」
さんによる大正琴の演奏♪

８

９

10

11

15

16

17

18

23

24

25

切り絵サークル
（10 時～正午）

19

20

21

22

休み

休み

◆笑 HAHA ひろば

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）
聴こえない方と
交流（10 時～正午）

（10 時～11 時）
「Ｇくれふ」さんによるオカリナ演奏♪

26

27

休み

休み

28

29

◆ボランティア情報交換会

30

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】 10 月 25 日（土）／11 月はお休みです／12 月 19 日（金）（予定）

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】 10 月２日（木）／11 月はお休みです／12 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】 10 月 23 日（木）／11 月 21 日（金）／12 月 17 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

