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新年あけましておめでとうございます！
昨年は豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター事業に
ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成 27 年度
ボランティアグループ活動に関する
助成金申請が始まります！
豊田市社会福祉協議会では、地域福祉活動の推進・活性化を図ることを
目的とし、本会登録ボランティアグループへのボランティア活動に関する助
成を実施します。

＊今月の花＊
福寿草（ふくじゅそう）
（幸せを招く、思い出）

社協はボランティア活動を

応援しています！
■助成金対象グループ■
今年度の８月 31 日以前に本会ボランティアセンターに登録したボランティア
グループ
※以下の①・②の条件に該当する場合はいずれも対象外です。
①会費等を徴収せずに活動しているボランティアグループ
②ＮＰＯ法人

■対象事業■
本会にボランティア登録する団体が、ボランティア活動を更に充実・発展さ
せるために実施する事業で、平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 15 日まで
に実施したもの

幸せを招く
ボランティ
ア！

ぼらんて君

★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。

■助成内容■
対象グループ自らが主催する講座、講演会、学習会等の研修活動に必要
な経費のほか、活動に伴う材料費、事務消耗品及び通信運搬費等
※飲食代等の食糧費、娯楽費、電話代・FAX 代・メール代、ボランティア活
動保険等は対象外です。
■助成金額■
経費の２分の１以内
１会計年度につき１グループ１回とし、助成金の上限は２万円
■申請方法■
申請書に必要事項を記入し、助成金に関わる証明書類（領収書等）を添付
の上、平成 28 年３月１日（火）～３月 12 日（土）までに本会地域福祉課まで
ご提出ください。（１月下旬頃に申請書類を送付する予定をしています。）
◎問合せ・申込み

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 （錦町 1-1-1）
電話：31-1294 （日・月曜日、祝日休み）

助成金の財源には、赤い羽根共同募金配分金と豊田市社会福祉協議会費が使われています。

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①
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「社会人のための地域参加促進セミナー」参加者募集中！
先月号でもお知らせしました、「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～」の申込み受付を行っています。
■と

き

平成 28 年１月 24 日（日）午後１時～午後４時 30 分（午後０時 30 分～受付開始）

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（錦町１－１－１）

■参加費

無料

■定

員

先着 150 名

■内 容
第１部：基調講演「人口が減る今、住民パワーを咲かせよう」
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）
第２部：ブース発表・見学・体験、参加者交流会
進行者：MOMOCO 氏（RADIO LOVEAT 78.6MHz パーソナリティー）
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）
発表団体：NPO-がいどボランティアとよたネットワーク／Starting from とよた
とよた防災まちづくりプロジェクト／株式会社こいけやクリエイト
いなぶ観光協会／ひだまりの会
■申込み

１月 16 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

催

◎問合せ

（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）

「社会人のための地域参加促進セミナー」発表団体紹介！
先月号に引き続き、平成 28 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。
株式会社こいけやクリエイト

いなぶ観光協会

ひだまりの会

豊田市平戸橋町のデザイン事務

いなぶ観光協会では、観光を使

豊田市吉原町にある築 100 年の

所にて、「デザインで人と人をつな

ったまちづくりに取り組んでいま

古民家で「多世代交流ひだまり」を

ぐ」をコンセプトにいつもオレンジ色

す。外からの目線で改めて地域資

運営しています。地域の方が世代

のツナギを着て活動しています。

源を観てみると、地元では当たり前

を越えてつながる場、みんなに安ら

人生を耕すがテーマのフリーペ

と思っていた「こと」や、「もの」が大

ぎと活力を提供する場になることを

ーパー「耕 Life」の発行や「とよたま

変魅力的なことに気づかされます。

願い、日々活動しています。

ちさとミライ塾」事務局、あそべると

「地域の魅力を発見し磨きをか

主な活動は、餅つきやお茶摘み

よたプロジェクトのプロモーション、

け、着地型・体験型観光のプログラ

体験など、季節ごとのイベントや各

イベント出展など幅広く活動してい

ムを企画・実施することで、稲武の

種講座を開催するとともに、部屋の

ます。顔の見える関係性を築き、持

魅力を発信し稲武ファンを増やした

貸出をしています。また、毎週火曜

続可能な社会の創出に向けて日々

い」との想いで、スタッフとともに活

日は「ひだまりカフェ」で

奮闘しています。

動しています。

一般開放しています。

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＜ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表
彰及び感謝状 ＞ を４団体のボランティアグループの皆様が受
賞されました。受賞おめでとうございます！
ひまわりグループ

表彰

昭和 45 年１月より活動を開始し、地域の環境美
化活動、福祉ボランティア、福祉施設への交流
訪問や地域高齢者とのふれあい活動にご尽力
されています。
毎月２回程度、下山地区にて
60～80 代の 12 名で活動
しています。

竹まごころ会

感謝

昭和 58 年５月より活動を開始し、地域の環境美
化活動、夜間パトロール活動、イベントの手伝
い等を通じて、子どもから高齢者まで安心して
生活できるまちづくり活動
生活できるまちづくり活動
にご尽力されています。
にご尽力されています。

友愛訪問の会 高岡ボランティア

表彰

昭和 63 年 12 月より活動を開始し、地域の高齢
者とのふれあい活動や地域のひとり暮らし高齢
者等に対する友愛訪問活動にご尽力されてい
ます。
毎月２回程度、若林地区にて
60～80 代の 71 名で活動
しています。

フリースペースＫ

感謝

昭和 61 年９月より活動を開始し、地域、世代、
性別、職業をこえて、交流と助け合いの場、学び
育ち合う場、情報発信等の人とまちづくり活動に
ご尽力されています。ご尽力されています。
毎週５回程度、豊田
市 全 域 に て 30 ～
70 代の 13 名で活
動しています。

毎月２回程度、豊田市全域にて
50～70 代の 26 名で活動し
ています。

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。

【問題】

「接着剤」ではくっつかないが、

52

〒471-0877

「ボンド」だとくっつくものって
豊田市錦町 1-1-1

何でしょう？

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

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより３月号」にて発表します。

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

１月末日締切（当日消印有効）

【11 月号の正解】孔雀（くじゃく）
「８．９」は「ほとんど９」
、つまり「９弱（く・じゃく）」なので、
動物園の中にいる動物は『孔雀（くじゃく）
』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！

※11 月号の応募総数は 24 通中、正解 16 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１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（１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！
場所は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

休み

休み

７

８

９

交流コーナ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。
３

４

休み

休み

10

11

休み

休み

17

18

休み

休み

24/31

25

休み

休み

５

６
切り絵サークル
（10 時～正午）

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

切り絵サークル
（10 時～正午）

認知症予防支
援グループえん
じょい♪脳活性
体操・ゲーム
（10 時～正午）

★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
絵本ポー
（10 時～正午）

28

29

26

27

参加費
（お茶菓子代）
100 円

30

聴こえない方と交流
（10 時～正午）

★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】 １月はお休みです／２月 24 日（水）予定

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】 １月はお休みです／２月４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】 １月 22 日（金）／２月 20 日（土）
□■

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

