平成 27 年度 ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No331

「社会人のための地域参加促進セミナー」

ピンチをチャンスに変える！
～人口減少社会だからこそ地域づくりを考える～
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。皆様のご参加をお待ちしています。
■と

き

平成 28 年１月 24 日（日）午後１時～午後４時 30 分
（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

■内

■定

員

先着 150 名

容

基調講演
第
１
部

＊今月の花＊

★講演者
・永田 祐 氏（同志社大学 社会学部社会福祉学科 准教授）
内容：人口減少社会から豊田市の地域づくりを考える

ブース発表・見学・体験、参加者交流会

スノーフレーク

★進行者
・MOMOCO 氏（RADIO LOVEAT 78.6MHz パーソナリティー）

（純粋、皆をひきつける魅力）

★助言者
・永田 祐 氏（同志社大学 社会学部社会福祉学科 准教授）

第
２
部

皆をひきつ
ける魅力あ
るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ！

ぼらんて君

★発表団体

・NPO-がいどボランティアとよたネットワーク（視覚障がい者支援団体）
・Starting from とよた（豊田市の中高生の国際ボランティア団体）
・とよた防災まちづくりプロジェクト（現役の消防職員の防災団体）
・株式会社こいけやクリエイト（デザイン会社）
・いなぶ観光協会（稲武の観光案内・イベント等運営団体）
・ひだまり会（多世代交流サロン）

■申込み

平成 27 年 12 月５日（土）～平成 28 年１月９日（土）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

★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 27 日（日）
～１月４日（月）です。

１月５日（火）から業務
を開始します。

※２ページ目に発表団体（一部）の紹介があります。

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）

※発表団体の紹介は次の２ページ目をご参照ください。
（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 12 月号

「社会人のための地域参加促進セミナー」発表団体紹介！
１ページ目で紹介した来年１月 24 日（日）に開催する「社会人のための地域参加促進セミナー」の
第２部に出演するブース発表団体の活動内容等を紹介します。今月号では６団体のうち３団体を紹
介し、今回紹介できなかった３団体については、「ぼらんてぃあだより１月号」にてお知らせします。

ＮＰＯ－がいどボランティアとよたネットワーク
視覚障がい者の健康維持及び自立支援を目的に活動をしています。
活動の１つ目は健康ウォーキングと名づけて視覚障がい者と日帰りウォーキングを
実施しています。２つ目は人がやさしい街づくり運動の一環として、視覚障がい者を手
引きで誘導できる講習会を開催しています。３つ目はガイドボランティアの全国ネットを
活用して、視覚障がい者が一人でも旅行できるガイドのコーディネートを行っています。

Ｓｔａｒｔｉｎｇ ｆｒｏｍ とよた
2015 年１月 25 日に愛知県豊田市の高校生達によって設立された国際ボランティア団体です。
主に国際貢献と環境保全の二本柱で豊田市を中心に活動しています。募金活動にてカンボジア
に学校を建設するためのお金を集め、学校建設支援をしたり、文房具を集めて、新しく完成した学校
に通う子ども達に寄付しています。また、矢作川の河畔の清掃活動や、子どもから高齢者までの
様々な世代の人が楽しめる場所を作る活動を行っています。

とよた防災まちづくりプロジェクト
東海地震などの自然災害に備えるために、防災に関する講習などの事業を行い、各種団体と連
携を図ることによって「災害に強いまちづくり」を目指している市民活動団体です。
子ども達が将来、防災に強いまちを作ってくれることを願い、子ども達を対
象とした防災キャンプ（災害に被災したことを想定して、避難所生活を擬似体
験すること）をはじめ、一般市民向けの防災講習会などを行っています。

ふれあいサービスの送迎ボランティア募集中！
「朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会」では、朝日丘地区の一人暮らし
高齢者を対象に、月１回の定例食事会をしています。
参加者を送迎するための社協貸出福祉車両（普通免許所
ふれあいサービスとは？
持で運転可）などを運転してくださる方が不足しています。
そこで、送迎をしてくださるボランティアを募集しています。
■と

き

■と こ ろ

地区コミュニティ会議が運営主体とな
って、地域住民同士のふれあいの機会

毎月第４木曜日 午前 10 時～午後３時の前後

を設け、地域連帯の輪を広げることを

朝日丘交流館（豊田市御幸町 1-80）と対象者宅

等を利用し、食事を共にしながらゲー

目的として、生涯学習センター交流館
ム等の交流活動をすることです。

■内

容

朝日丘交流館と対象者宅間の車の送迎

◎問合せ・申込み 朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会 羽根田 光夫 電話：（0565）33-5634
朝日丘交流館 電話：（0565）34-1561
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 12 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とボランティアの方同士の
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

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

■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）

【問題】？に入る言葉は何でしょう？

寿司＋靴＝観測
車＋俳句＝大工
ボール＋畳＝球場
椅子＋ペン＝？
☆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２月号」にて発表します。

12 月末日締切（当日消印有効）

【10 月号の正解】香嵐渓
「

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

ノ ツ 風 日 ノ 木 山 シ 夫 」

これらの漢字を並び替え、組み合わせると『香嵐渓』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！

※10 月号の応募総数は 34 通中、正解 34 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 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。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

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）
11

12

18

19

25

26

「ｳﾞｨｵﾘﾗ&ﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ T」さんによる
ヴィオリラ・フルート演奏♪

６

７

休み

休み

13

14

休み

休み

８

９

10

切り絵サークル
（10 時～正午）

聴こえない方と交流
（10 時～正午）

15

16

17

22

★ぼらんてぃあ
だより発送作業
（10 時～正午）
「つぶやきを形に」
有言実行本舗
哲学カフェ
（10 時～正午）
23

参加費
（お茶菓子代）
100 円

20

21

24

休み

休み

27

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

休み

12 月 27 日（日）～１月４日（月）です。

休み

１月５日（火）から業務を開始します。

★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】 12 月 18 日（金）／１月はお休みです
詳細は３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３日（木）／１月はお休みです
★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 16 日（水）／１月 22 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

