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ボランティア情報交換会！
「行ってみよう 知ってみよう 浄水交流館」
ボランティア情報交換会は、「ボランティアの方々への情報提供と情報交
換の場」として開催しています。
今回は、今年の４月にオープンしたばかりで、豊田市内初となる中学校・
交流館合築施設「浄水交流館」で開催します。
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など、どなたでも
予約なしで参加できます。お気軽にご参加ください！
■と

き

■と こ ろ

浄水交流館（大清水町大清水 12-1）
※直接会場へお越しください。

■内

豊田市社会福祉協議会からのお知らせ
豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
浄水交流館の紹介
ボランティアグループの活動紹介
ボランティア版フルーツバスケット（交流ゲーム）
ボランティア活動者等の情報交換会

容

＊今月の花＊
グラリオサ
（華麗、栄光、燃える情熱）

７月 21 日（木）午前 10 時～11 時 45 分

■持 ち物

筆記用具、（希望の方は）活動紹介用資料 40 部程度

■今後の予定
と き ８月 26 日（金）午前 10 時～11 時 45 分
８月

ところ

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

内 容 ボランティア体験隊に参加する学生との情報交換会
と き 10 月 22 日（土）午前 10 時～11 時 45 分（時間変更可能性あり）
燃える情熱
を持って
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ！

ぼらんて君

10 月

ところ

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

内 容 講師を招いて「学習会」
と き 12 月 16 日（金）午後 2 時～4 時
12 月

ところ

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

内 容 福祉施設職員とボランティアの情報交換会
と き 日にちは未定
３月

ところ

時間は午前 10 時～11 時 45 分

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

内 容 傾聴ボランティア同士の情報交換会

↑HP「とよたぼらんてぃあ広場」

■その他

平成 27 年度の「ボランティア情報交換会」の様子を撮影した
写真は、ホームページ｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧する
ことができます。（URL⇒http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）

◎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７月号

「とよた市民福祉大学」が開講しました！
６月４日（土）から全 12 回の “とよた市民福祉大
学”が開講しました。
当日は、開講式と大学の第１回目を市民公開講
座として開催しました。
開講式は後援・協力団体の方にご出席いただき、
大学の受講生 48 名と一般 41 名の方にご参加いた
だき、盛大に開催することができました。
市民公開講座では地域福祉講演会として、同志
社大学の上野谷加代子教授による「新・地域福祉時
代を迎えて！」～たすけ上手・たすけられ上手の人
づくり・家庭づくり・地域づくり～のテーマで講演をいただきました。普段の暮らしの幸せを感じる事が
できる地域を作っていく“地域福祉”のために、家族や友人、地域住民など身近な人々との関係性を
良好に保つことと、幸せづくりを応援する基盤が重要な要素になります。その関係が希薄になりがち
な現代において、誰かを支えながら、誰かに支えられながら、人と人とのつながりや出会いを大切に
し、誰をも排除せず、誰もが自分らしく生きることができる地域づくりについて講演をいただきました。
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とよた市民福祉大学は、134 名もの多くの方にご応募
いただき、48 名の方に受講いただくこととなりました。
ほぼ全ての中学校区から１名以上の受講生がおり、
それぞれ修了後の地域福祉活動に
向けて学んでいただきます。

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：(0565)31-1294（日・月曜日、祝日休み）

芸能ボランティアを紹介・募集しています！
豊田市社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターでは、お祭りやレクリエーションの時間に芸能発表をし
ていただけるボランティアと、芸能発表をしてほしい施設・団体との両者の思いをつなぎ、調整をしています。
「自分の特技を地域に活かしたい」と思っている方、また、「地域・施設のイベントを盛り上げたい」「施設利用
者に普段できない体験をしてもらいたい」「いつもの活動がマンネリ化のため、新しい方と交流したい」など、ボ
ランティアの力を借りたいと思っている施設・団体の方、社協ボランティアセンターまでご連絡ください。

社協登録芸能ボランティアの主な活動
○楽器演奏 ・・・ オカリナ、大正琴、ギター、ハーモニカ、和太鼓、尺八 など
○ 歌
・・・ 楽器演奏にあわせて歌う、合唱、コーラス など
○踊
り ・・・ 日本舞踊、民謡、フラダンス など
○そ の 他 ・・・ 腹話術・皿廻し・バルーンアート・人形劇・手品・紙芝居 など
◎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）

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７月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『ガムトリビト』代表の芝岡さんをはじめ、メンバーの皆さんにお話を伺いました。
活動日、活動場所、活動内容について教えてください。

毎月定期的に３回、日曜日の午後から２時間程度、豊田市駅の周辺にて活動をさせていただいておりま
す。活動内容は、道路や歩道にポイ捨てされ固まったチューインガムの除去活動です。金属のヘラやブラシを
使用し、地面を傷つけないよう注意して捨てられたガムを削ってこすり落とします。その後、残った汚れを洗剤
で洗い新聞紙や雑巾でふき取ることにより、ガム汚れを取り除くことができます。活動中は団体名をプリントし
た緑色のベストを着用しています。地域に愛着をもってもらいたい、モラルを守ってもらいたいとの思いで活動
を行っております。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

自分の住んでいる豊田市になにか恩返しをしたいと考え、同じ職場の友達に声をか
けたのをきっかけに活動を始めました。住んでいる地域に限定せず、自分達にしかで
きないこと、自分達の強みである若さを生かせる活動をしたいと考えました。
どんな時にやりがいを感じますか？

活動をしていると、近くを通った子ども達に「何をしているの？」と聞かれ、少しだけお手伝いをしていただい
たことがあります。いろいろな方と関わることができるということはとてもやりがいを感じます。また、活動を見ら
れた方より、「お疲れ様」と言ってもらえた時は嬉しいもので、活動の励みになります。
どんなメンバーを募集していますか？

現在、20～50 代の 6 名（男性 5 名/女性 1 名）で和気あいあいと活動をしています。
特に学生や若い方、他の清掃ボランティアグループの方と一緒に活動ができれば嬉しいです。
◎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】

平成 28 年４月に豊田市社協が行った
「平成 28 年熊本地震」救援物資で、
段ボール箱が１番多く集まった
物資は何でしょう？

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

★ヒント★「ぼらんてぃあだより６月号」に記載
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより９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

７月末日締切（当日消印有効）

【５月号の正解】アリ
自分の作品が生き物に触れられるのを嫌がるアーティスト。

「ぼらんてぃあだより」
はホームページでも閲覧
アリが触れた、つまり「ありふれた」作品になることを恐れていたのである。 することができます！
※５月号の応募総数は 14 通中、正解 14 通でした。ご応募ありがとうございました。
その生き物が触れると、作品が平凡になってしまう。

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７月号

ボランティア作業・わくわくステージのお知らせ
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

★７月７日（木）

★７月 19 日（火）

★８月４日（木）・26 日（金）

★８月 24 日（水）

★９月１日（木）

※８月は２回行います！
26 日(金)は午後１時からです。

わくわくステージ

★９月 23 日（金）

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
★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』
★９月１日（木） 「マジックゼロ」さんによる『マジック』

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
傾聴カフェ（毎月１回 木・土曜日交互）
■と

き 平成 28 年７月 16 日（土）、８月 18 日
（木）、９月 24 日（土）、10 月 20 日（木）、
11 月 19 日（土）、12 月 15 日（木）、平成
29 年１月 21 日（土）、２月はお休み、３月
16 日（木） いずれも午前 10 時～正午
■と こ ろ 豊田市福祉センター会議室
（豊田市錦町 1-1-1）
■内 容 傾聴ボランティアがお話を聴きます。
■参加費 100 円（茶菓子代）

おしゃべりカフェ（毎月１日）
■と

き 平成 28 年７月１日（金）、８月はお休み、
９月１日（木）、10 月１日（土）、11 月１日
（火）、12 月１日（木）、平成 29 年１月はお
休み、２月１日（水）、３月１日（水）
いずれも午前 10 時～正午
■と こ ろ 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 容 ボランティア関連の話や情報提供等。
■参加費 100 円（茶菓子代）

◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（下記参照）

□■

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

