ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No319

「社会人のための地域参加促進セミナー」

地域がスキ!?
～もしかしてだけど、

地域に愛情なくしちゃってんじゃないの～
このセミナーは、社会人が地域活動に参加することを促進する目的で開催して
います。社会人一人ひとりが地域に目を向け、愛情を抱き、地域活動を行うきっか
けとしていただけると幸いです。
「仕事と市民活動の両立」、「定年後のボランティア活動」、「地域を盛り上げる仕
事・活動」等、講演者及びシンポジストから多岐に渡ってお話をしていただきます。
ぜひ、多くの方の参加をお待ちしています。

■と

平成 27 年１月 25 日（日）午後１時～午後４時 30 分

き

（受付：午後０時 30 分～）
■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■参加費

無料

■定

員

先着 150 名

■内

容

※講師のプロフィールは次ページで紹介します。

＊今月の花＊
ベゴニア
（親切､丁寧､幸福な日々）

講演会
第
１
部

★講演者
さと ぞの

ゆ

き

・里園 侑希 氏（エフエムとよた・パーソナリティー）
※元豊田市ご当地アイドル Star☆T 初代リーダー

シンポジウム
★コーディネーター
やま

ボランティ

第
２
部

アで幸福な
日々を！

ぼらんて君

★年末年始のお知らせ★
豊 田 市 社 会 福 祉 協議会
地域福祉課・ボランティア
センターの年末年始のお
休みは、12 月 28 日（日）
～１月５日（月）です。

１月６日（火）から 業
務を開始します。

第
３
部

むら

ちか

こ

・山村 史子 氏（名古屋短期大学非常勤講師・名古屋医専教官）
★シンポジスト
はざま

のぶ

お

・硲 伸夫 氏（森のプレゼント 代表）
とく どめ
ち ひろ
・徳留 千博 氏（豊田 地域猫の会 代表）
おお はし
えつ し
・大橋 鋭誌 氏（夢農人とよた 副会長）

ブース見学・体験
参加者交流会

■申込み

平成 26 年 12 月 24 日（水）～平成 27 年１月 16 日（金）までに
下記連絡先までご連絡ください。

■主

トヨタ自動車労働組合ＴＵＶ、（公財）あすて
とよた市民活動センター、（社福）豊田市社会福祉協議会

催

◎問合せ・申込み

（社福）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）
受付時間：午前９時～午後５時
（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 12 月号

「社会人のための地域参加促進セミナー」講師プロフィール！
第 １ 部 ： 講 演 者
さと ぞの

ゆ

第 ２ 部 ： コーディネーター

き

やま

むら

ちか

こ

里園 侑希 氏

山村 史子 氏

豊田市出身。
東京での芸能活動中に、ふるさとの
「豊田市を盛り上げたい！」
という思いから、帰郷。
豊田市のアイドルグループ
「Star☆T」のリーダーなどの
活動を経て、ラジオ・ラヴィート
のパーソナリティー、イベント
の司会など精力的に活動中。

大阪府出身。豊田市在住。
日本福祉大学大学院修了。13 年間のアメリカ在
住中、現地の小学校で５年間勤務し、親や子ど
もの支援を経験する。帰国後、民間企業のボラ
ンティアセンターに勤務。2005（平成 17）年 9 月
「豊田市次世代育成推進協議会委員」「子ども
条例作成部会委員」に就任。専門は「地域福
祉」「高齢者福祉」に関する分野で、現在、大学
などで後進の育成にあたっている。

第 ２ 部 ： シ ン ポ ジ ス ト
はざま

のぶ

お

とく

どめ

ち

ひろ

おお はし

えつ

し

硲 伸夫 氏

徳留 千博 氏

大橋 悦誌 氏

大阪市出身。豊田市在住。

豊田市在住。

豊田市出身。豊田市在住。

『森のプレゼント』とは･･･
森の恵みである木を使って、
福祉・公共施設に木工製品を
寄贈する活動。企業からの協
賛などを得て、間伐財を製材・
加工し、ベンチなどの木工製

『豊田 地域猫の会』とは･･･
地域住民と飼い主のいない猫
との共生を目指し、将来的に
は飼い主のいない猫を減らす
ことを目的に、遺棄・虐待防止
活動、猫の殺処分ゼロ活動、

『夢農人とよた』とは･･･
豊田市において、農業のミライ
に危機感を持つ若手プロ農家
が集まり結成。農業のミライの
担い手を増やす、農家の自
立、農家の地位向上を目指

品を作って保育園や福祉施設
などに寄贈している。

保健所と連携した動物愛護啓
発活動等を実施している。

し、農業や豊田市に誇りや夢
をもてる活動を実施している。

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。
12 月は市内福祉施設職員とボランティアとの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

12 月 19 日（金）午後２時～午後４時

※いつもと時間が違いますのでご注意ください！

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■内

「市内福祉施設職員」と「施設での活動を希望するボランティア」との情報交換会
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

■その他

ボランティア活動紹介資料等の配布をご希望の方は、当日 60 部程度ご持参ください。

◎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）

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 12 月号

平成 26 年度＜ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表
彰及び感謝状 ＞ を３団体のボランティアグループの皆様が受
賞されました。受賞おめでとうございます！
表 彰（１団体）
ボランティア人形劇団 ころりん座
昭和 62 年 11 月より活動を開始し、人形劇を通じて、長年にわたり児童の健全育成及び地域福祉活
動にご尽力されています。市内こども園、小学校放課後児童クラブ、交流館講座、障がい者施設、高
齢者施設等のあらゆる施設・団体からの依頼があり、精力的に活動されています。

感 謝（２団体）
豊田厚生病院 病院ボランティア かもボランテ

トヨタ記念病院 病院ボランティア みつわ会

平成３年８月より活動を開始し、長年にわたり、
西三河北部医療圏の基幹病院である加茂病院
（平成 20 年１月より「豊田厚生病院」に名称変
更）において、外来、入院患者の方へのお手伝
い（外来患者への案内・車いす
の補助等）を親身に行っており、
病院ボランティア活動にご尽力
されています。

平成３年７月より活動を開始し、長年にわたり、
地域の基幹病院であるトヨタ病院において、外
来、入院患者の方へのお手伝い（外来患者へ
の案内・車いすの補助等）を親身に行われてい
ます。また、市民向けの講習会や病院ボランテ
ィアの啓発活動に積極的に取り組み、病院ボラ
ンティア活動にご尽力されています。

【問題】
平成 26 年 11 月８日・９日に行われた
「豊田市福祉健康フェスティバル 2014」
で来場者のみなさんに無料でふるまったサ
ンマは何尾だったでしょう？
☆クイズの正解は

はがきにクイズの答えと必要事項をご記入のう
え、ご応募ください。
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。
52

〒471-0877

豊田市錦町 1-1-1
豊田市社会福祉協議会
ボランティアセンター
「クイズコーナー」係

「ぼらんてぃあだより２月号」にて発表します。

【10 月号の正解】「愛ちゃん」と「希望くん」

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

12 月末日締切（当日消印有効）

赤い羽根共同募金運動のマスコットキャラクターである「愛ちゃん」と「希望くん」
。
愛ちゃんと希望くんは、1986 年（昭和 61 年）
、公募により採用された図案をもとに誕生しました。
シンボルキャラクターのふたりは兄弟で、姉が愛ちゃん、弟が希望くんといいます。
※10 月号の応募総数は 14 通中、正解 14 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、賞品の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 12 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（12 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・わいわいサロン以外） 。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

６

切り絵サークル
（10 時～正午）

◆使用済み切
手等整理作業

12 月 16 日（火）の
「笑 HAHA ひろば」申
込み開始（９時～）
電話：0565-35-0619

12 月 18 日（木）の
「わいわいサロン」申
込み開始（９時～）
電話：0565-35-0619

12

13

19

20

「猿投フォーク村」さんに
よる歌、ギター演奏など♪

７

８

休み

休み

14

15

休み

休み

９

16

◆笑 HAHA ひろば
「おはなし会「モッくん」 （10 時～11 時）
さんによるパネルシア
要予約

（10 時～正午）
◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（正午～12 時 30 分）

10

11

切り絵サークル
（10 時～正午）

聴こえない方と
交流（10 時～正午）

17

18

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

◆わいわいｻﾛﾝ
（10 時～正午） 「前林地域講師の会「女川はてなの会」」
さんによるしめ縄作り♪
要予約
先着 25 人、参加費(材料費)150 円程度

ターなど♪先着 20 組

21

22

23

24

休み

休み

休み

28

29

30

31

交流コーナーの年末年始のお休みは、

休み

休み

休み

休み

12 月 28 日（日）～１月５日（月）です。
１月６日（火）から業務を開始します。

◆ボランティア情報交換会

25

26

27

・・・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】 12 月 19 日（金）／１月はお休みです／２月 25 日（水）（予定）
詳細は２ページでご確認ください。

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】 12 月４日（木）／１月はお休みです／２月５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】 12 月 17 日（水）／１月 22 日（木）／２月 21 日（土）

□■

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

