平成 27 年度 ぼらんてぃあだより 11 月号

11 月号 No330 台風 18 号に伴う鬼怒川決壊による
常総市水害の写真パネルを展示します！
平成 27 年９月 10 日に台風 18 号に伴う記録的な豪雨により、鬼怒川の
堤防が決壊した茨城県常総市。１ヶ月が経過しましたが、今なお 450 人（10
月 10 日現在）が避難生活を余儀なくされており、復旧にはまだほど遠い状
況です。
矢作川、逢妻女川、逢妻男川、安永川等、市内を流れる河川がもし氾濫
したら、豊田市も常総市と同じような状況になるかもしれません。
今回起きた鬼怒川決壊を、「自分たちの豊田市にも起こりうることとして
捉えていただくこと」、「現状を知り、それぞれに出来る備えを考えていただ
くこと」を目的に、職員２名がボランティア活動と現地視察で伺った際に撮影
した写真を展示します。ご自由にご覧ください。
■開催開始日

平成 27 年 10 月 20 日（火）～

■開催日時

火～土曜日の午前９時～午後５時

■開催場所

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

鬼怒川決壊による常総市水害における被災写真や
ボランティア活動の様子などの写真展示

＊今月の花＊

容

ツワブキ
（困難に負けない、先見の明）

また、「東日本大震災」、「広島土砂災害」、「鬼怒川決壊による常総市水
害」についての講話も実施しています。
被災当時の状況や現状、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、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
経験のある社協職員から話を聴いてみませんか？
市内在住・在勤・在学の方で、10 名以上の参加がみこまれる場合にお申
込みください。詳細については下記連絡先へお問い合わせください。

困難に負け
ずにボラン
ティア！

交流コーナーでは・・・
被災写真やボランティア活動の様子などの写真を展示中

ぼらんて君

（下記写真は一部です）

ボランティア活動（壁の洗浄）

◎問合せ・申込み

災害廃棄物の山

児童公園が災害廃棄物で溢れる

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）
（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 11 月号

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。
■と

き

12 月 18 日（金）午後２時～午後４時

12 月は【午後】に情報交換会を行います。
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 ３階 34～37 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

◎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）

「社会人のための地域参加促進セミナー」開催決定！
このセミナーは、支えあう地域づくりの実現に向けて、社会人が「地域社会を構成する一員」という
認識を抱き、地域課題へ目を向け、地域への参加を促進することを目的に開催します。
■と

き

平成 28 年１月 24 日（日）午後１時～午後４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）

■内

基調講演（講師：同志社大学 社会学部社会福祉学科 准教授 永田 祐 氏／内容：
人口減少社会から豊田市の地域づくりを考える）、ブースセッション、参加者交流 など

な が た

容

ゆ う

※詳しい内容、申込みについては「広報とよた 12 月１日号」「ぼらんてぃあだより 12 月号」にてお知らせします。

◎問合せ

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）

地域ふれあいサロン「ネタ工房・ネタ提供展」を開催します！
「地域ふれあいサロン」は、自治区が主体となって、地域の皆さまによる運営で生きがいづくり、健
康づくり、ふれあい活動などを行っています。皆さまが住みなれた地域でいつまでも健やかに安心し
て暮らせることを目的として、本会は、運営のお手伝いなどを続けています。
今年度は、恒例の「生きがい活動展」を“ネタ工房・ネタ提供展”と題して実施します。
お気軽にお立ち寄りください。
■と

き

12 月 19 日（土）、12 月 20 日（日）
両日とも午前 10 時～午後３時（出入り自由）

■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

物づくり体験、軽体操体験、ゲーム等体験、サロンに役立つ資料の展示、配布 など

容

◎問合せ

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）

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 11 月号

ぼらんてぃあだよりへのご意見・ご感想ありがとうございます！
ぼらんてぃあだよりのクイズコーナーにご応募いただいたはがきの中から、お寄せいただいたご意見・ご感
想、ご質問を一部紹介させていただきます。
■レイアウトや文字の大きさが見やすくていいと思う。（67 歳・自営業）
■今は子どもが小さく、中々ボランティア活動が行えていませんが、豊田市の中でどんなボランティアがあるの
か、知ることができたり、情報交換の場があることなどが分かってよいと思います。（33 歳・勤労者）
⇒貴重なご意見・ご感想ありがとうございます。
■使用済み切手はどこに持っていけばいいですか？家に少しあります。（52 歳・無職）
■疑問に思っていることがありますが、回収された古切手は、どのように使われているのでしょうか？教えてく
ださい。（51 歳・勤労者）
⇒使用済み切手（古切手）は、豊田市社会福祉協議会で集めています。本会にお寄せいただいた切手は、毎
月第１木曜日のボランティア作業日にボランティアさんによって整理され、
「（公社）日本キリスト教海外
医療協力会」へ送付しています。切手収集家の協力により換金し（年間平均１キロ 1,300～1,400 円）、
海外の医療活動資金として役立てられています。
■回覧でまわってくると月半ばになってしまいます。交流コーナーのカレンダーは分かりやすくてよいのです
が、前半は終了していて、少し残念です。（51 歳・主婦）
⇒「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ので、こちらもぜひチェックしてみ
てください。（
「とよたぼらんてぃあ広場」URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
■「蜂の巣駆除」の記事等、生活に役立つ情報は嬉しいですね！もう少し写真が多いと親しめる気がします。
今後も頑張ってください。（61 歳・無職）
⇒貴重なご意見・ご感想ありがとうございます｡今後写真を多く掲載できるよう検討していきます｡
今後も皆様からのご意見・ご感想、ご質問をお待ちしております。
◎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】

動物園に「８．９」と書かれたオリがあ
ります。中にいる動物は何でしょう？

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

★ヒント★

鳥です。

☆クイズの正解は

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１月号」にて発表します。

【９月号の正解】六本木
森

＋ 林 ＋ 木

「木」が６本あるので『六本木』になります。

①クイズの答え
②氏名
③郵便番号・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』で取り上げ
てほしい内容、ご
意見・ご感想など

11 月末日締切（当日消印有効）

「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！

※９月号の応募総数は 25 通中、正解 18 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 11 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（11 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

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）

「扇の会」さんによる
太極拳・功夫扇・太極球など♪

８

９

休み

休み

15

16

休み

休み

22

23

休み

休み

29

30

休み

休み

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

切り絵サークル
（10 時～正午）
24

★ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）

25

26

27

聴こえない方と交流
（10 時～正午）

「つぶやきを形に」
有言実行本舗
絵本ポー
（10 時～正午）

28
参加費
（お茶菓子代）
100 円

★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】 11 月はお休みです／12 月 18 日（金）
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】 11 月５日（木）／12 月３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】 11 月 20 日（金）／12 月 16 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

