平成 27 年度 ぼらんてぃあだより４月号

４月号

No323

豊田市福祉センター３階交流コーナー

使用方法について！
交流コーナーの使用方法が下記のとおり変更になりましたので、お知らせします。

■利用目的
交流コーナーは、ボランティア団体等が交流コーナーにおいて、交流・会
議・作業・勉強会をするなど活動の一助となる場として設置しています。
■利用事業
利用目的にしたがい、豊田市社会福祉協議会が主催する事業を実施す
るほか、以下の①～③のすべてを満たす場合に利用することができます。
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（者）であること
②営利目的での使用でないこと（参加費を徴収する行事の場合、
その費用が寄付もしくは教材費等に充てられる場合は使用可能）
③交流コーナーを利用することが望ましい内容であること
その他、豊田市社会福祉協議会が認めた場合は、交流コーナーを使用
することができます。（その場合、利用団体登録書および許可書が必要）
■利用日および利用時間
利 用 日：火曜日～土曜日（祝日除く）／利用時間：午前９時～午後５時

＊今月の花＊
ツツジ
（努力､情熱、節制）

■利用申込
利用日の３ヶ月前から１週間前の期間で、交流コーナー受付にて利用申
込書に必要事項を記入してください。（利用申込は先着順）
利用日当日の申込は、交流コーナーの空き状況に応じて使用できます。
■利用について
＜定員：50 名＞ ※１団体につき、利用最大人数は 40 名（専有は禁止）
交流コーナーのホワイトボード、机、椅子を利用できるほか、交流コーナ
ー職員の許可のもと、ボランティアセンター登録団体（者）専用の消耗品（は
さみ、セロテープなど）を利用することができます。

努力を惜し
まずボラン
ティア！

ぼらんて君

■利用料
交流コーナー、交流コーナーのホワイトボード、机、
椅子、消耗品の利用は無料です。

・交流コーナー職員を始め福祉センターの業務に従事している者の指示に従ってください。
・交流コーナーの設備を利用し、移動等した際は、利用後に現状復帰をし、交流コーナー職員の確認を受けてください。
・印刷工房、ロッカー、展示コーナー、体験コーナー等を利用する者の妨げにならないようにしてください。
・パーテーションにて、目隠しをして、交流・会議・作業・勉強会をすることを禁止させていただきます。
・飲食のみの利用は控えてください。
・ゴミは各自で持ち帰ってください。

◎問合せ

など

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

平成 27 年度 ぼらんてぃあだより４月号

ボランティア活動保険の更新の手続きはお済みですか？
平成 26 年度のボランティア活動保険は、平成 27 年３月 31 日で補償期間が終了します。
豊田市社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターでは、皆様が安心してボランティア活動をして
いただくために、ボランティア活動保険の加入をお勧めしています。ボランティア活動保険とは、ボラ
ンティア活動に自身がケガをしてしまった（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。
保険内容や保険加入手続き方法等の詳細については、社協ボランティアセンターまでお問合せく
ださい。
なお、ボランティア活動保険加入には、ボランティア登録が必要です。ボランティア登録用紙は、「と
よたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧・ダウンロードができます。
◎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

４月 24 日（金）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

容

ボランティア情報交換会
◎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）

豊田市福祉センター３階交流コーナーに事業報告掲示中！
交流コーナーに「平成 26 年度の社協ボランティアセンター事業」の紹介用紙を掲示しております。
「ボランティアセンターって何？」「ボランティアセンターでは何をしているの？」という疑問を持ってい
る方、ボランティアセンターに興味・関心のある方･･･ぜひ交流コーナーへお越しください！
また、災害コーナーでは、非常用持ち出し袋の中身（参考）や災害に備えるための掲示をしていま
す。ぜひご覧ください。※交流コーナーの開館日時は、火～土曜日（祝日除く）の午前９時～午後５時です。

◎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）

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

平成 27 年度 ぼらんてぃあだより４月号

「わくわくステージ」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階ロビーにて開催される「わくわくステージ」
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。）
■と

き

第１木曜日 正午～午後０時 30 分

■と こ ろ

豊田市福祉センター １階 ロビー（豊田市錦町 1-1-1）

■内

楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露 など

容

■出演者

社協ボランティアセンター登録グループおよび個人の方

■参加者

豊田市福祉センター利用者、豊田市内福祉施設従事者 など
（どなたでも予約なしで自由に観覧できます。）

■その他

平成 26 年度のわくわくステージ開催中の様子を撮影した写真および映像は、
ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて
閲覧することができます。
毎月第３火曜日に実施しておりました「笑 HAHA（わはは）ひろば」
（未就園児と保護者
を対象とした企画）につきまして、先月号などで出演者の募集をいたしましたが、平成
27 年度以降実施を見送ることといたしましたので、お知らせいたします。
参加してくださった皆様、出演してくださった皆様、ありがとうございました。

◎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）

【問題】ある法則で並んでいるカタカナです。

シール・サッカー・ビール・ソーラー
では、この４つの言葉と同じ仲間に入るの
は次のどの言葉でしょう？
①スープ ②ステーキ ③スイーツ
※答えとその理由をお答えください。
☆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６月号」にて発表します。

【２月号の正解】西南西

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

４月末日締切（当日消印有効）

恵方とは、歳徳神（としとくじん）がいらっしゃる方位で、歳徳神とは、その年の福徳を司る神様です。
歳徳神がいらっしゃる方位を選んでことを行えば、
「万事に吉（すべて吉）
」と言われています。
恵方と呼ばれる方角は４つしかなく、４つの恵方を５年周期で決めて、繰り返しています。
※２月号の応募総数は 25 通中、正解 25 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

平成 27 年度 ぼらんてぃあだより４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（４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

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）
10

11

16

17

18

23

24

25

★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）

個人ボランティアさんによる
口笛演奏など♪

５

６

休み

休み

12

13

休み

休み

19

20

休み

休み

26

27

休み

休み

７

８

９
聴こえない方と交流
（10 時～正午）

14

15
切り絵サークル
（10 時～正午）

21

28

22

29

30

休み

★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】 ４月 24 日（金）／５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】 ４月２日（木）／５月７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】 ４月 23 日（木）／５月 21 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

