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平成 27 年度
ボランティア活動保険について
平成 27 年度（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日）のボランティア
登録、ボランティア活動保険の申込み受付を平成 27 年３月３日（火）から豊
田市社会福祉協議会１階の受付窓口にて開始します。
ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中にボランティ
ア自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を
壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償するものです。
新規の加入も受け付けています。
■年間保険料（１人あたり）
Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

基本プラン

250 円

300 円

350 円

天災プラン※

330 円

400 円

480 円

※天災プラン加入の場合、基本プランで補償されない天災（地震、噴火、津波）によ
るケガが補償の対象になります。
ただし、天災プランに加入しても、天災による賠償責任の補償は対象になりません。

＊今月の花＊
デイジー（デージー）
（無邪気､平和､希望）

希望に満ち
溢れるボラ
ンティア！

ぼらんて君

今まで豊田市社会福祉協議
会では、「全国社会福祉協
議会が契約するボランティ
ア保険」を取り扱っており
ましたが、平成 27 年度よ
り「愛知県社会福祉協議会
が独自に契約するボランテ
ィア保険」に切り替え、保
険料等の軽減を図ります。

■補償期間
平成 27 年４月１日午前０時から平成 28 年３月 31 日午後 12 時まで
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償されます。

■保険加入に必要なもの
・平成 27 年度 豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録用紙
・平成 27 年度 ボランティア活動保険 加入申込書
・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑）または署名
・保険料
・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名
（加入者名・加入プランが記載されている名簿の添付でも可）
■注意点
・ボランティア登録、ボランティア保険は年度ごとの更新が必要です。
・ボランティア登録をしていない方はボランティア保険に加入できません。
・補償期間の中途で加入する場合も同様の保険料となります。
・中途脱退による保険料の払戻はありません。
■その他
・各プランの補償金額、補償内容などの詳細については、パンフレット等
でご確認をお願いします。
・平成 26 年度にボランティア活動保険にご加入いただいた皆様には、
申込み書類を２月下旬頃に送付させていただく予定です。
ボランティア行事用保険も切り替えるため、詳細は次号お知らせします。

◎問合せ・申込み 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２月号

豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカーの貸出
を行っています。ボランティア活動に必要な事務用品等の保管場所としてロッカーをご利用いただけます。

■設 置 数

20 個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm）

■利用対象

概ね月１回以上豊田市福祉センターを利用している下記団体
①豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体
②豊田市福祉センターの福祉登録団体

■利用期間

平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日の１年間

■利用個数

１団体につき１ロッカーを原則とします。
※利用希望団体が 20 を超えた場合は、公開抽選で決定します。

■利 用 料

無料（グループで責任を持って利用・管理していただきます。）

■ル ー ル

①ロッカーを利用するためには申請書の提出、豊田市社会福祉協議会の許可が必要です。
②物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に限ります。

■申込み期限

平成 27 年２月 20 日（金）午後５時までに申請書を提出してください。

■そ の 他

申請書をご希望の方は下記連絡先までご連絡ください。

平成 26 年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、更新案内を送付させていただきます。

◎問合せ・申込み

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。
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！
参加者の皆さんと情報交換
■と

き

２月 25 日（水）午前 10 時～11 時 45 分

をし、お茶を飲みながら楽し
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（豊田市錦町 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
ボランティア情報交換会

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）

確定申告のため、車でのご来館にご注意ください！
２月 13 日（金）～３月 16 日（月）の期間、豊田市福祉センター４階が「確定申告」の会場
となるため、豊田市福祉センターの駐車場の混雑が予想されます。駐車可能台数には限
りがありますので、お車の乗り合わせや公共交通機関のご利用にご協力ください。
◎問合せ

豊田市福祉センター事務局 電話：34-1131（祝日を除く月曜日休み）

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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平成 27 年度「愛知県要約筆記者養成講習会」受講者募集！
聴覚障がい者の社会活動への参加を保障するため、専門性をもった要約筆記者を養成し、福祉
の向上を図ることを目的に講習会を実施します。
■と

き

平成 27 年４月 12 日（日）～平成 28 年１月 24 日（日） 全 20 回

■と こ ろ

ウィルあいち（名古屋市東区上竪杉町１）

■対象者

愛知県内に在住または在勤し、聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有し、要約筆記（※）
活動及び聴覚障がい者の支援に携わることができる 20 歳以上 60 歳以下の者
（※）耳の聞こえる人が耳の不自由な人に聞きとった内容を要約し、日本語の文章で伝えることです。

■定

員

【手書きコース】20 名以内（受講レポート提出必須、受講者の選考あり）
【パソコンコース】20 名以内（事前説明会参加必須、適性テストあり、受講者の選考あり）

■参加費

12,000 円（テキスト代 3,400 円別途）

■申込み

申込書（下記 HP からダウンロード可）に必要事項を記入し、下記連絡先まで郵送してください。

■締

平成 27 年３月６日（金）消印有効

切

◎問合せ・申込み

特定非営利活動法人 愛知県難聴・中途失聴者協会 事務局（井川方）
〒479-0803 常滑市檜原字長曽 9-17
電話・FAX：0569-35-7460 メール：npoainantyou@yahoo.co.jp

※詳細はホームページ（http://www.geocities.jp/npoainantyou/）をご覧下さい。

【問題】
節分の夜に、その年の方角を向いて巻き
ずしを切らずに無言で食べると、その年幸
運が訪れると言われている「恵方巻き」で
すが、今年の方角はどこでしょう？
☆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４月号」にて発表します。

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

２月末日締切（当日消印有効）

【1２月号の正解】600 尾

平成 26 年 11 月８・９日に行われた「豊田市福祉健康フェスティバル 2014」にて、来場者の皆さんに
宮城県南三陸町のサンマを先着 600 名の方に無料配布をしました。
フェスティバルにご来場いただいた皆様、ご協力いただきました関係者の皆様ありがとうございました。
※12 月号の応募総数は９通中、正解９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
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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（２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

７

休み

休み

切り絵サークル
（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）
13

14

20

21

「のの花」さんによる
歌、ギター演奏など♪

８

９

休み

休み

15

16

休み

休み

22

23

休み

休み

10

17

11

12

休み

聴こえない方と
交流（10 時～正午）

18

19

切り絵サークル
（13 時～15 時）

24

25

◆ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）
26

27

28

◆ ボ ランテ ィア
情報交換会
（10 時～正午）
社協ボランティアセンターでは、平成 27 年度の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（わはは）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。
※詳細については、社協ボランティアセンター(31-1294)までお問い合わせください。

◆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】 ２月 25 日（水）／３月はお休みです
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】 ２月５日（木）／３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】 ２月 21 日（土）／３月 26 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

