平成 27 年度 ぼらんてぃあだより 10 月号

10 月号 No329 すぐできる減災活動・地域でできる減災活動
～東日本大震災や広島土砂災害に学ぼう～
平成 23 年３月 11 日に発生した「東日本大震災」。あれから４年半が経過
しました。
また、平成 26 年８月 20 日、局地的な短時間大雨によって広島県安佐北
区可部、安佐南区八木・山本・緑井などの住宅地後背の山が崩れ、同時多
発的に大規模な土石流が発生し、死者 75 名の犠牲を出した「広島土砂災
害」から１年が経過しました。
さらに、台風 18 号等による大雨で甚大な被害を受けた関東・東北地方南
部では、復旧・復興に向けた取り組みも続いています。
被災当時の状況や現状、地域での支え合い、被災による地域格差の課
題などについて、被災地での活動経験のある豊田市社会福祉協議会職員
から話を聴き、今私たちに何が出来るのか一緒に考えてみませんか？
■と

き

午前９時～午後９時までの２時間以内

■と こ ろ

豊田市内

■内

「すぐできる減災活動・地域でできる減災活動」
【講話】被災当時の状況、現地でのボランティア活動、
被災地の今、地域での支え合い 等
【体験】新聞紙スリッパ作り、非常持ち出し袋作り 等

容

＊今月の花＊
ススキ
（活力､生命力、心が通じる）

■対象者

豊田市内に在住・在勤・在学する方
（自治区、コミュニティ、ボランティア、学生の皆さんなど）

心が通じる
ボランティア！

ぼらんて君

写真展開催中

■参加費

無料

■申込み

希望日時の２ヶ月前を目安に、下記連絡先までお申込みください。
※日程によっては、業務の都合でご希望に添えないことがあります。

■その他

○会場の手配・準備などは、申込者側でお願いします。
○あらかじめ希望日時を複数ご用意ください。

◎問合せ・申込み

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）

豊田市福祉センター４階
リフレッシュコーナー南・
西側壁面にて「東日本大震
災被災地支援活動紹介展
示」、３階交流コーナーにて
「広島土砂災害写真パネル
展示」を実施しています。
ご自由にご覧ください。
（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 10 月号

Facebook（フェイスブック）＆Twitter（ツイッター）について！
豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンターとして、Facebook と Twitter を始めています。
ボランティア情報や社協で開催するイベントの告知や報告、職員の思いつきなどを投稿していま
す。また、ボランティアセンターに登録している方々の活動の様子も取材させていただき、より多くの
方々に情報発信ができればと考えております。
下記の URL または HP「とよたぼらんてぃあ広場」（URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にリ
ンクがございますので、みなさんの「いいね！」をお待ちしております！！
【Facebook】
豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
https://www.facebook.com/ToyotaShakyoVolunteerCenter
【Twitter】
豊田社協ボランティアセンター(@toyotashakyo_vc）
https://twitter.com/toyotashakyo_vc
◎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）

ベルマークの寄付ありがとうございます。累計 400 万点突破！
児童養護施設梅ヶ丘学園で長年活動されている本会登録ボランティアグループ「NTT OB 花み
ずき」の皆さんが整理・集計したベルマークが、この度累計 400 万点を超えたということで、ベルマー
ク教育助成財団より表彰を受けられました。2009 年に 300 万点に達し、それから６年で 400 万点に到
達です。また、ご協力いただきました皆様ありがとうございました。

ベルマークは 2,000
種類以上の商品につい
ています！

豊田市社会福祉協議会に皆様から寄せられたベルマークは、児童
養護施設梅ヶ丘学園、知的障がい児入所施設小原学園へ寄付させていただいています。集まったベ
ルマークは子ども達の生活に必要な電化製品や遊び道具等の購入に充てられています。

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！
■と

き

10 月 24 日（土）午前 10 時～11 時 45 分

参加者の皆さんと情報交換
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）

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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ボランティア保険について！
秋は行事等が多い時期で、ボランティア活動も増えることかと思います。ボランティア活動中のケ
ガ・事故には十分ご注意ください。ボランティア活動をされる方で、ボランティア保険に加入されてい
ない方は、ぜひこの機会にご加入ください！
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い合わ
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

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】

『 ノ ツ 風 日 ノ 木 山 シ 夫 』
これらの漢字を使って三字熟語を作ってく
ださい。
★ヒント★

秋といえば・・・？

☆クイズの正解は

はがきにクイズの答えと必要事項を全てご記入
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 12 月号」にて発表します。

10 月末日締切（当日消印有効）

【８月号の正解】海賊
「

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

貝 十 毋 シ ノ ー 戈 」

これらの漢字を並び替え、組み合わせると『海賊』になります。

「ぼらんてぃあだより」
はホームページでも閲覧
することができます！

※８月号の応募総数は 34 通中、正解 32 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（10 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

「マジックゼロ」さんによる
マジックなど♪

４

５

休み

休み

11

12

休み

休み

18

19

休み

休み

25

26

休み

休み

６

木

金

土

１

２

３

８

９

10

★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）

７
切り絵サークル
（10 時～正午）

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

「つぶやきを形に」
有言実行本舗
哲学カフェ
（10 時～正午）

★ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

28

29

切り絵サークル
（10 時～正午）

聴こえない方と交流
（10 時～正午）

参加費
（お茶菓子代）
100 円

27

★ボランティア
情報交換会
（10 時～正午）
30

31

★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 24 日（土）／11 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】 10 月１日（木）／11 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】 10 月 22 日（木）／11 月 20 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

