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「豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画周知事業」

東日本大震災から５年
～今、自分たちにできる“地域福祉”を考える～

＜実践報告＞
平成 28 年３月６日（日）に『地域福祉計画・地域福祉活動計画周知事業「東日本
大震災から５年～今、自分たちにできる“地域福祉”を考える～」』を開催しました。
要支援者を含めた地域での見守り活動に取り組む自治区の事例紹介や、東日
本大震災で被災した地域で「避難行動」、「避難生活」、「避難者支援」を経験した
方々から貴重な経験談を聞きながら、これからの各自の立場で各地域での備えを
進めていくためのヒントを学び合うことを目的にしたこの事業に、自治区長、民生
委員児童委員、消防団等 515 名の多くの方々に参加いただきました。

＊今月の花＊

第１部「避難行動要支援者名簿制度と進捗状況」では、市防災対策課から豊田
市の防災の取組みについて、市地域福祉課からは避難行動要支援者名簿制度
について説明いただきました。
また、２人の自治区長にご登壇いただき、事例報告をしていただきました。
「駒場自治区 花井直樹区長」からは、駒場自治区で実施している避難行動要
支援者フォロー会議について報告いただき、「下山地区 酒井保彦区長会長」から
は、下山地区防災懇談会について報告をいただきました。

カモミール
（苦難に耐える、親交、仲直り）

親交を深め
るボランテ
ィア！

ぼらんて君

第２部では「東日本大震災から５年～もう一度あの震災を振り返る～」と題し、シ
ンポジウムを実施しました。
シンポジストに、東日本大震災を経験し、５年間、復旧・復興活動に尽力された
「陸前高田市広田町 藤田芳夫 11 区々長」、「気仙沼プラザホテル 堺丈明支配
人」、「東松島市社会福祉協議会 阿部英一事務局長」の３名と、「豊田市自主防
災会連絡協議会 谷澤茂樹会長」にご登壇いただきました。
東日本大震災の経験や豊田市での取組みから、「日頃の備えが地域の初動に
大きく影響すること」、「避難行動と避難（所）生活の苦労」、「避難行動は自助が原
則であると共に周りの理解と支えが必要なこと」、「今後の備えとして、地域住民を
巻き込んでの“地域の力”を仕組みや体制にしていくこと」等を確認しました。
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（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 28 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 27 年度のボランティア活動保険は、平成 28 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。（平成 27 年度に手続きされた方には、２月 18 日（木）に書類の送付をしております。）
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。
※窓口での手続き以外は受付出来ませんので、
ご注意ください。（電話・ＦＡＸ・メールでの手続きは不可）
各様式は社協のホームページから
ダウンロードすることができます。
『とよたぼらんてぃあ広場』
（左側の「ボランティア保険」をクリック）
http://toyota-shakyo.jp/volunteer/

◎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）

社協地域福祉課「生涯学習出前講座」の申込み受付中！
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課では、生涯学習出前講座を実施しています。
「ボランティアに関する講演や実技・体験の指導をしてほしい」と考えているが、どこに相談したらよ
いのか分からないという方、ぜひ本会へご連絡ください！
■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

容

ボランティア活動（講話）／住民主体の福祉活動（懇談会）／減災・防災活動（講話）／
車いす体験／高齢者擬似体験 など

■対象者

豊田市内に在住・在勤・在学する方（何名からでも申込み可能です）

■費

無料

用

■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：（0565）31-1294 ＦＡＸ：（0565）32-6011 （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 28 年度 ぼらんてぃあだより４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。
■今月初めて「ぼらんてぃあだより」を読みました。地域のイベントやセミナー等の住民が参加しやすい企画の
情報を載せてほしい。（36 歳・団体職員）
⇒貴重なご意見ありがとうございます。把握できる限りで載せていきます。また、本会でイベント等を行う
際も、みなさんが“参加しやすい”と思っていただけるような目線で企画していきます。
■「ぼらんてぃあだより発送作業」に参加したいが、参加者の中に入れるか不安である。（68 歳・パート）
⇒毎月、初めて来てくださる方もいらっしゃいます。毎回来てくださるボランティアさんから、やり方を教
えてもらったり、おしゃべりをしたり、とても賑やかです。ぜひご都合が合いましたらお越しください。
■ボランティア活動している様子の写真を掲載してほしい。（65 歳・主婦 他）
■ボランティアに関心があるが、自分から一歩踏み出すことができない。現在活動している方に始めたキッカ
ケや活動の様子を知りたい。（61 歳・主婦 他）
⇒今年度のぼらんてぃあだよりでは、ボランティアセンターに登録していただいているグループや個人を取
材し、活動を始めたキッカケやどのような想いで活動しているのか等を伺った内容を掲載予定です。
■使用済み切手（古切手）以外に何を集めていますか？（35 歳・主婦）
⇒ボランティアセンターでは、使用済み切手のほかに、ベルマーク、未使用はがき・書き損じはがき、外国
コイン・紙幣、新品のタオル、不要入れ歯などを受付けています。使い道はそれぞれになりますので、詳
しくは４ページ目または本会ホームページ（収集ボランティア）をご覧ください。
「とよたぼらんてぃあ広場」URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/
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）

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】

クイズです！
家の間にいる鳥は何でしょう？

52

※今回の答えは「間取り」ではありません。

〒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

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより６月号」にて発表します。

４月末日締切（当日消印有効）

【２月号の正解】（徳島県の）ト
四国の位置の頭文字をとって表しています。
高知県（コ）
、愛媛県（エ）
、香川県（カ）の３県以外で、
四国のこの位置にある県は「徳島県（ト）
」です。

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

「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！

※２月号の応募総数は６通中、正解２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 28 年度 ぼらんてぃあだより４月号

ボランティア作業・わくわくステージ等のお知らせ
豊田市福祉センター３階交流コーナーと１階ロビーでは、様々な催しを行っています。
どなたでも予約なしで参加することができます。お気軽にお越しください！
豊田市福祉センター３階交流コーナーにて行っています！

ボランティア作業

使用済み切手等整理作業

ぼらんてぃあだより発送作業

（使用済み切手等の周りを切るボランティア作業）

（たよりを折って封筒に入れるボランティア作業）

毎月第１木曜日

毎月下旬（曜日不定）

午前 10 時～正午

午前 10 時～正午

★４月７日（木）

★４月 21 日（木）

★５月はお休み

★５月 19 日（木）※

★６月２日（木）

★６月 22 日（水）※
※５月と６月は３階会議室にて行います

わくわくステージ

豊田市福祉センター１階ロビーにて行っています！

（社協登録ボランティアグループおよび個人による楽器演奏や歌、踊り等の芸能発表）
毎月第１木曜日 午前 10 時～正午
★４月７日（木） 「フラワーズ」さんによる『ベリーダンス』
★５月はお休み
★６月２日（木） 「のの花」さんによる『歌・ギター演奏など』

収集ボランティア（ボランティアセンターでは以下のものを集めています）
収集物

活用方法

使用済み切手・メータースタンプ

海外の医療活動資金になります。

書き損じ・未使用はがき、新品のタオル

市内障がい者団体で役立てられます。

ベルマーク（使用済み純正インクカートリッジ含む）

市内児童養護施設で役立てられます。

不要入れ歯（金属つきのもの）

ユニセフ基金と社協へ寄付されます。

外国のコイン・紙幣

ユニセフ基金へ寄付されます。

ご家庭に眠っているものがありましたら、ぜひボランティアセンターへご寄付をお願いいたします。
直接ボランティアセンターへお持込みいただくか、郵送していただく方法があります。
□■

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

