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No339

平成 28 年度
とよた福祉教育推進セミナー
学校に通ったり、働いたり、地域行事に参加したり・・・わたしたちは、
様々な人と一緒に生活しています。
このセミナーでは、教師、児童・生徒、地域住民、施設職員などがみんな
で一緒に学び合い、学校や職場、地域において「共に生きること」を考える
機会とするために開催します。
■と

き

平成 28 年９月 30 日（金）午後１時 30 分～午後４時 15 分
（受付開始 午後１時～）

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階・４階会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■参加者

豊田市内の小・中・高校の教員、豊田市内の福祉施設職員
民生児童委員・主任児童委員、コミュニティ会議福祉部会員
その他 福祉教育に関心のある市民 等
※小学生以下は保護者同伴でご参加いただけます。

■内

講話と体験などを通し、福祉について学ぶ
（申込み時に、下記分科会から１つ選択）

容

＊今月の花＊
グラジオラス
（用意周到、たゆまぬ努力）

たゆまぬ努力
が実を結ぶ
ボランティア！

ぼらんて君

講
話

福祉教育について
講師：（調整中）

分
科
会

①聴覚障がいの理解（要約筆記） （予定）

（
定
員
は
各
30
名
程
度
）

②視覚障がいの理解（点字・盲導犬） （予定）
講師：豊田市視覚障害者福祉協会
内容：目の不自由な方の普段の生活の話を聞き、点字体験をします。

■定

講師：豊田市要約筆記福祉実践教室の会
内容：筆談の大切さを理解し、要約筆記の体験をします。

③発達障がいの理解（自閉症など） （予定）
講師：はっぴぃりんぐの会
内容：知的障がい者の気持ちになって様々な体験をします。
員

先着 100 名（各分科会 30 名程度）

皆さんのご参加を

■参加費

無料

お待ちしております！

■申込み

平成 28 年９月１日（木）～９月 23 日（金）までに
下記申込み先まで、電話またはＦＡＸにてお申込みください。
※手話・要約筆記・介護等が必要な場合は事前にお知らせください。

■主

豊田市社会福祉協議会

催

◎問合せ・申込み

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課
電話：31-1294 FAX：32-6011（日・月曜日、祝日休み）
（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８月号

社協のボランティアグループ活動に関する助成金を希望される方は・・・

ボランティア登録をお早めに！
社協ボランティアセンターは、地域福祉活動の推進・活性化を図ることを目的とし、社協登録ボラン
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。
助成金対象グループは、社協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になります。
対 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
象 ②９月１日以降の登録ボランティアグループ
外 ③ＮＰＯ法人

ボランティア登録は
お早めに！

助成金を申請したいボランティアグループで、今年度社協ボランティアセンターに登録して
いないボランティアグループは、８月 31 日（水）までに必ずボランティア登録をお願いします。
※助成金申請に関する資料は、平成 29 年２月頃に対象グループへ送付する予定です。
◎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）

ボランティア情報交換会について！

午後からは切手
の整理作業もあ
りますよ！

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等と
情報交換の場」として開催しています。
今回は、夏休みのボランティア体験企画「ボランティア体験隊」に参加する学生（中学生・高校生）
約 20 名と交流ができます！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

８月 26 日（金）午前 10 時～11 時 45 分

■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

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
ボランティア情報交換会

容

☆テーマ：『中学生・高校生との交流を通じて、ボランティアについて話そう！』
◎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）

「第９回人形劇ころりんまつり」を開催します！
社協ボランティアセンター登録グループ「ボランティア人形劇団ころりん座」※さんが、
『ころりんまつり』を開催します。入場料無料！どなたでもお気軽においでください。

■と

き

８月 24 日（水）午前 10 時 30 分～11 時 30 分（予定） ≪午前 10 時 10 分～開場≫

■と こ ろ

若林交流館 多目的ホール（豊田市若林東町沖田 124）

■内

人形劇「カエルののどじまん」「バナナのおやこ」「屁こき嫁」

容

◎問合せ

※若林地区を中心に活
動しているボランティア
人形劇団です。今年で
29 年目を迎えます。

ボランティア人形劇団ころりん座（田井） 電話：090-2570-7407

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８月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『スマイル９』代表の松村さんをはじめ、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。

毎月第１金曜日の午後１時 15 分～４時までの間、とよた市民活動センター（豊田市若宮町 1-57-1）にて定
例会を行っています。活動は、月に２回程度主に豊田市内の高齢者施設・障がい者施設にて「阿波踊り、ギタ
ー演奏＆合唱、舞踊、南京玉簾、安来節、皿回し」などを行っています。平成 23 年５月にグループを設立し、
今年の９月９日に特別養護老人ホーム豊田福寿園（豊田市高町東山 7-46）にて活動 100 回を迎えます。「笑
顔を絶やさず、明るく・楽しく・元気よく、とにかく楽しみましょう」をモットーに活動をしています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

豊田市高年大学交流ふれあい学科を卒業後、共に交流ふれあいの基礎を学んだ
９期生 35 名全員で、交流の輪・和・笑いを広げようと立ち上げました。様々な方々と
の交流ふれあいを通し、遊びの中からいろいろな楽しみや教訓を見つけて、人生を
楽しく、より豊かなものにしていただきたいと思い、活動を始めました。
どんな時にやりがいを感じますか？

施設へ訪問活動に伺い、メンバーと施設利用者含め全員で踊りを踊った際、
利用者さんが涙を流して握手をしてくれた時や、利用者さんに喜んでいただき、
「また来てね」と言われた時にやりがいを感じます。
どんなメンバーを募集していますか？

現在、60～80 代の 34 名（男性 8 名/女性 26 名）で活動をしています。高年大学卒業生でグループ
を設立しましたが、メンバーは卒業生に限りません。興味のある方はぜひ一緒に活動しませんか♪
◎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】12 本のマッチ棒でできた正六角
形があります。この 12 本のうち４本だけ
を移動させて、３つの正三角形を作ってく
ださい。
※できる三角形は
重なることはありません。
☆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 10 月号」にて発表します。

【６月号の正解】ふくし（福祉）

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

８月末日締切（当日消印有効）

ふうせん＝１ １番目の文字を読むと「ふ」

「ぼらんてぃあだより」
はホームページでも閲覧
みそしる＝３ ３番目の文字を読むと「し」
することができます！
※６月号の応募総数は 14 通中、正解７通でした。ご応募ありがとうございました。
くるま＝１ １番目の文字を読むと「く」

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８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 午前 10 時～正午

毎月下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★８月４日（木）

★８月 24 日（水）

★８月 26 日（金）

８月は２回行います！
26 日(金)は午後１時からです。

★９月１日（木）

★９月 23 日（金）
★10 月 20 日（木）

★10 月６日（木）

わくわくステージ

豊田市福祉センター１階ロビー（玄関入り口）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
★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』
★10 月６日（木） 「ヒサ（個人ボランティア）」さんによる『ギターの弾き語り』

熊本市災害ボランティアセンターの運営支援に行きました！
６月 11 日（土）から 17 日（金）にかけて、社会福祉協議会東海・北陸ブロックからの応援職員として、愛知
県内の社会福祉協議会職員２名とともに、本会職員（水野）が熊本市南区災害ボランティアセンターの運営
支援のために派遣されました。（東海ブロックからの応援職員派遣は７月 21 日まで継続）
震災から約２か月が経過し、活動依頼は徐々に減りつつあるものの、
「屋根から落ちた瓦や倒れたブロック塀を、袋に詰めてゴミステーション
まで運んでほしい」「倒れたタンスを起こしたり、散乱した家財道具の整
理を手伝ってほしい」といった依頼が、まだまだ災害ボランティアセンター
に寄せられている状況でした。
６月 15 日から、仮設住宅に転居する際の引越のお手伝いをするボランティア依頼の
受付が始まりました。引き続きボランティアの力が求められていることを感じました。

□■

ぼらんてぃあだよりに関するお問合せ

水
野

■□

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

