平成 28 年度 ぼらんてぃあだより６月号

６月号

No337

「ボランティア体験隊 2016」
申込み受付開始します！
「ボランティア体験隊 2016」は、豊田市内の福祉施設やボランティア団体
が企画したボランティア体験プログラムの中からご希望のプログラムを選
び、ボランティア体験することができます。
先着順ですので、お早めにお申込みください！
■体験日

平成 28 年７月 21 日（木）～８月 31 日（水）の内、
申込みをした日

■と こ ろ

豊田市内の福祉施設やこども園
ボランティアグループの活動場所

■内

ボランティア体験（体験メニューはパンフレットに記載）
【福祉施設】利用者との交流、夏祭りの手伝い など
【ボランティア団体】手話体験、点字体験、要約筆記体験 など
【こども園】園児とのふれあい、園内清掃、ペンキ塗り など

容

■対象者

豊田市内在住または在学・在勤の小学生以上の方
ただし、小学生は保護者同伴で参加可

■参加費

ボランティア活動保険代（250 円～） ※加入必須
プログラムにより実費負担あり（食事代など）

＊今月の花＊
ジャスミン
（愛嬌、幸福、素直）

■申込み方法
指定の申込み用紙（パンフレットに添付）に必要事項を記入の上、

平成 28 年６月９日（木）～24 日（金）午前９時～午後５時に
豊田市社会福祉協議会へ申込み用紙をご持参ください。（先着順）
※電話、ＦＡＸ、メールの申込みは不可
※パンフレットは５月 24 日（火）から豊田市福祉センター、各交流館等で配布予定です。

素直な気持
ちでボラン
ティア！

また、パンフレットは HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧・ダウンロードすることが
できます。（URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）

ぼらんて君
昨年度の様子
はこちら☆

■事前説明会 ※下記のいずれか１回に参加必須
７月２日（土）、９日（土） 午後６時～午後７時 30 分
７月３日（日）、10 日（日） 午前 10 時～午前 11 時 30 分
◎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）

高齢者施設での清掃活動

高齢者施設での夏祭りの手伝い

点訳サークルでの点字体験

（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６月号

「平成 28 年熊本地震」救援物資のご協力ありがとうございました！
平成 28 年４月 22 日（金）・23 日（土）に、一般社団法人豊田青年会議所と協働で、「平成 28 年熊
本地震」で被災した地域への救援物資を募集しました。
２日間で延べ 776 組の方から物資のご協力をいただき、段ボール 1,142 箱分の物資が集まりまし
た。また、仕分けボランティアとして、延べ 264 名にご参加いただきました。
ご協力いただいた物資は、豊田青年会議所の提供・運転によるトラックで、熊本市社会福祉協議
会と南阿蘇村に搬送させていただきました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
■実施場所

豊田市消防本部 屋内訓練場（豊田市長興寺５-17-１）

■協力団体

JA あいち豊田助け合いの会、豊田市赤十字奉仕団、豊田災害ボランティアコーディ
ネーター連絡会、豊田市ボランティア連絡協議会、トヨタ自動車㈱ トヨタボランティア
センター、トヨタ自動車労働組合、㈱中甲、豊田市

■募集実績

熊本県

等

○トイレットペーパー
・・・段ボール 363 箱（25,878 個）
○女性用生理用品
・・・段ボール 147 箱（63,700 個）
○ウェットティッシュ
・・・段ボール 133 箱（ 4,030 個）
受付
○おしりふき
・・・段ボール 66 箱（ 1,811 個）
○おむつ（こども用）
・・・段ボール 240 箱（45,708 個）
○おむつ（成人用）
・・・段ボール 193 箱（17,358 個）
※段ボールの大きさは統一されておりません。
※未使用・未開封のもの、上記の品目のみの受付を行いました。
梱包・積み込み

仕分け・計算

平成 28 年熊本地震災害義援金を受け付けています！
平成 28 年４月 14 日から発生した地震による熊本県の被害に対して、日本赤十字社が実施する救
援・復興事業を支援するために、本会では義援金の受付をしております。
皆さんのあたたかい
ご協力をお願いします。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社へ送金いたします。
■受 付 期 間

平成 28 年６月 30 日（木） ※期間が延長する可能性があります。

■義援金箱設置場所

豊田市福祉センター、社協各支所、豊寿園、障がい者福祉会館、
豊田市役所市民福祉部総務課、交流館、高岡支所、豊田市民文化会館

■窓口受付場所

豊田市福祉センター、社協各支所、豊田市役所市民福祉部総務課
※窓口受付のみ領収書発行が可能です。

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 総務課 電話：(0565)34-1131（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
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平成 28 年度「あいちパチンコセーフティーマイタウン支援金」募集！
PSM 協力会（パチンコセーフティーマイタウン協力会）では、本協力会に加入する
商社が拠出する会費等を基金として積み立て、その基金を元に安全、安心なまちづ
くりのために日夜努力している団体・個人に対し、審査の上支援金を贈呈します。
このたび、本協力会では、支援金交付希望者を募集しています。
■支 援 対 象

地域安全・暴力追放に寄与する事業、青少年の健全育成に寄与する事業、
交通事故防止に寄与する事業、福祉に寄与する事業、環境保全に寄与する事業、
その他本協力会の主旨にかなうものと認められる事業

■申込み資格

愛知県内を主たる活動の場所としている、本年３月末までに２年以上の活動をしている など

■支 援 金 額

事業内容により決定しますが、１事業につき 50 万円を上限とします。

■申込み方法

本協力会のホームページから申請書等の必要書類をダウンロードしていただき、
必要事項をご記入の上、事務局宛に提出してください。
なお、未着を防ぐため、郵送する場合は必ず（簡易）書留でお願いします。

■申込み期間

平成 28 年６月１日（水）～７月 31 日（日） 【当日消印有効】

◎問合せ・申込み

PSM 協力会事務局（〒460-0008 名古屋市中区栄 1-12-6 秋月ハイツ 1006 号）
電話・ＦＡＸ：052-253-5407（受付時間：午前 10 時～午後５時 土日祝除く）

※詳細はホームページ（http://www.a-psm.jp/）をご覧ください。

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】これは何でしょう？

＝１

＝１

＝３

52

〒471-0877

豊田市錦町 1-1-1

★ヒント★「ひらがな」にしてみましょう。
☆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８月号」にて発表します。

【４月号の正解】鵜（う）

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

６月末日締切（当日消印有効）

家（いえ）の間にいる鳥は、
「あ い 『う』 え お」で
「い」と「え」の間にあるのは『う』
、つまり『鵜（う）
』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！

※４月号の応募総数は 25 通中、正解 22 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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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

使用済み切手整理作業

ぼらんてぃあだより発送作業

（使用済み切手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

★６月２日（木）

★６月 22 日（水）※

★７月７日（木）

★７月 19 日（火）

★８月４日（木）

★８月 24 日（水）
※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 正午～午後０時 30 分
★６月２日（木） 「のの花」さんによる『歌・ギター演奏など』
★７月７日（木） 「ヒデとメイ風」さんによる『尺八・ギター・篠笛演奏』
★８月４日（木） 「trip nostalgie」さんによる『唱歌・ヨーロッパ民謡の演奏』

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

