平成 28 年度 ぼらんてぃあだより 11 月号

11 月号 No342

ボランティア情報交換会
「ボランティアと施設職員との交流」
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、ボランティアと市内福祉施設職員との情報交換会を行います。
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
申込みなしで参加できます。お気軽にご参加ください！
■と

き

12 月 16 日（金）午後２時～午後４時

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■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
○ボランティア情報交換会

容

★内容：「施設での活動を希望するボランティア」と
「市内福祉施設職員」との情報交換会
◎問合せ

＊今月の花＊
プリムラ
（幸福感、信頼、運命を開く）

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）

社会人のための
地域参加促進セミナー
このセミナーは、支えあう地域づくりの実現に向けて、社会人が「地域社
会を構成する一員」という認識を抱き、地域課題へ目を向け、地域への参
加を促進することを目的に開催します。
■と

ボランティア！

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 41 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■参加費

無料

■内

○基調講演
まきの あつし
講師：牧野 篤 氏

ぼらんて君

き

平成 29 年１月 29 日（日）午後１時～午後４時 30 分

運命を開く?!

容

■定

員

先着 150 名（予定）

東京大学大学院教育学研究科教授

詳しい内容、申込みに
ついては「ぼらんてぃ
あだより 12 月号」に
てお知らせします。

豊田市第８次総合計画審議会委員

○ブース出展者活動紹介
○ブース出展者・参加者交流
■主

催

◎問合せ

トヨタ自動車労働組合ＴＵＶ、あすて、おいでん・さんそんセンター
とよた市民活動センター、豊田市社会福祉協議会
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 11 月号

市内でのボランティア活動を探すなら「インフォメーション」！
豊田市内の福祉施設等でのボランティア募集情報（常時募集情報）を集約した「市民のためのボランティア
インフォメーション」冊子を更新しました。
冊子は豊田市福祉センター、社会福祉協議会各支所、市内交流館等に設置してあります。
また、ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて
閲覧・ダウンロードすることができます。
お手伝いを必要としている人がいます。まずは一歩踏み出してみませんか？
※今回紹介する施設は、今年度の冊子にてボランティア募集をする新たな施設（一部）で、
先月号で紹介できなかった高齢者施設です。
※活動日時は、掲載している期間の都合の良い日時で構いません。詳細は各施設にお問合せください。
愛の家グループホーム豊田松ヶ枝 （松ヶ枝 2-34）
◇内容：①入居者の話し相手（いつでも）②楽器演
奏・歌、外出支援（日時は要相談）
◆電話：37-8830（担当：長尾さん）
ハートフルデイケア （柿本町 4-8）
◇内容：①入浴後の整髪（月～金曜日午前 10 時～正
午）②話し相手（月～金曜日午前 10 時～午
後４時）③楽器演奏や歌などの芸能訪問（月
～金曜日午後２時～３時）
◆電話：71-1165（担当：木戸さん、雨無（あめなし）さん）
ハッピーライフ デイサービス （水源町 1-24-2）
◇内容：麻雀相手（月～土曜日午後１時～４時）
◆電話：24-0711（担当：横山さん）
P-BASE 寿店 （寿町 7-5）
◇内容：①話し相手（月～金曜日午前９時 30 分～午
後０時 20 分、午後１時 40 分～４時 30 分）②
配膳・下膳の手伝い（月～金曜日午後０時 20
分～２時）③掃除の手伝い（月～金曜日午後
１時～１時 30 分、午後４時 30 分～５時 30 分）
◆電話：41-6290（担当：小川さん）
特別養護老人ホームみなみ福寿園 （永覚新町 5-194）
◇内容：①入居者と散歩、コミュニケーション（月～金
曜日午前 10 時～午後４時）②外出行事の付
き添い（月２回程度日時は要相談）③楽器演
奏や歌、踊りの披露（日時は要相談）
◆電話：24-8888（担当：鈴木喬詩（たかし）さん）
グループホームほほえみの里若林 （若林東町上外根 12-1）
◇内容：①話し相手、簡単な家事の手伝い（毎日午
前９時～午後４時）②音楽や踊り、マジックな
ど（月～金曜日午後２時～４時）
◆電話：51-0788（担当：山下さん）

◎問合せ

特別養護老人ホームこささの里 (越戸町上西小笹 116)
◇内容：①施設内清掃（毎日午前９時～午後５時）②
話し相手（毎日午前 10 時～午後４時）③歌や
踊り、楽器演奏、趣味や特技の披露（毎日
午後２時～３時）
◆電話：46-9988（担当：内藤さん）
特別養護老人ホーム豊田福寿園 （高町東山 7-46）
◇内容：①話し相手（毎日午後２時～４時）②レクリエ
ーションの手伝い（毎日午前 10 時～11 時、午
後２時～３時）③おやつの準備と片づけ（毎日
午後２時～３時 30 分）④掃除・洗濯の手伝い、
車いすの清掃・簡単な整備（いつでも）⑤楽器
演奏や踊りの芸能訪問（日時は要相談）
◆電話：45-8880（担当：田畑さん）
特別養護老人ホーム石野の里 （東広瀬町神田 26-1）
◇内容：話し相手、趣味や特技の披露、車いすの清
掃（月～金曜日午前 10 時～午後４時）
◆電話：78-6710（担当：殿内さん）
石野の里デイサービスセンター （東広瀬町神田 26-1）
◇内容：①話し相手（月～金曜日午前 10 時～午後４
時）②食事、おやつ作りの手伝い（月～金曜
日午前 11 時～正午）③レクリエーションの手
伝い、囲碁・将棋の相手（月～金曜日午後１
時 30 分～４時）
◆電話：78-6710（担当：山村さん）
石野の里ショートステイセンター （東広瀬町神田 26-1）
◇内容：話し相手、趣味や特技の披露、車いすの清
掃（月～金曜日午前 10 時～午後４時）
◆電話：78-6710（担当：殿内さん）
特別な資格がなくても、活動できます！
まずは施設へご連絡ください。

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 11 月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
か ぐ や ひ め

『火倶野姫』代表の都築さんをはじめ、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。

曜日は不定期ですが、毎月８回程度、午前９時 30 分～午後２時頃までの間、（公財）あすて（豊田市本町本
竜 43）の工房や地域の竹薮にて活動をしています。活動内容は、竹薮の環境保全を目的に、竹の間伐や竹
炭・竹細工作りなどを行っています。また、作った竹炭や竹細工などをイベントなどで販売し、売り上げの一部
を東日本大震災や熊本災害のため、（公財）あすてが行っている中国植林活動のために寄付をしています。
「無理をしない」をモットーに、自分達の体力にあった活動をしています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

竹炭窯作りのイベントに参加した代表者が、主催者から２年
にわたり技術を教わり、一緒に活動してくれる仲間を見つけ、
平成 18 年４月にグループを設立し、５人から活動を始めました。
どんな時にやりがいを感じますか？

平成 22 年にレンガを使用した手づくり窯で炭焼きをする時、同じような作業をしても、気候や温度、風などの
影響で作品の出来上がりの結果が毎回違い、メンバーと知恵を絞って試行錯誤を繰り返すことがとても楽しい
です。また、野菜や木の実など、炭にできそうなものをメンバーが持ち寄り、まずはやってみるというスタンスで
挑戦できる環境がうれしく、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、50～80 代の 14 名（男性 10 名/女性 4 名）で活動しています。
活動に興味・関心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）

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】豊田市ボランティア連絡協議会が
12 月２日に行う「交流サロン」のテーマ
は何食堂でしょう？

①
②
③

子ども
若 者
大 人

52

食堂
食堂
食堂

〒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１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

11 月末日締切（当日消印有効）

【９月号の正解】②１７１
地震・噴火などが発生した場合に提供が開始されるサービス

「ぼらんてぃあだより」
はホームページでも閲覧
「災害用伝言ダイヤル」は、１伝言あたり 30 秒以内の録音ができます。
することができます！
なお、災害時以外にも毎月１日などの「体験利用日」に体験することができます。
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 11 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

★11 月 10 日（木）

★11 月 25 日（金）

★12 月１日（木）

★12 月 14 日（水）

★１月はお休み

★１月 20 日（金）

11 月は第２木曜日に行います！

わくわくステージ

豊田市福祉センター１階ロビー（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
★11 月 10 日（木） 「オカリーナ梅坪」さんによる『オカリナ演奏』

11 月は第２木曜日に行います！

★12 月１日（木） 「ヴィオリラ＆フルートアンサンブル T」さんによる『ヴィオリラ・フルート演奏』
★１月はお休み

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ ＜交流サロン＞
豊田市ボランティア連絡協議会（※１）では、「【子ども食堂】（※２）について考えてみませんか？」をテーマに今
年度２回目の交流サロンを行います。今、子ども達が夢を失わないためにも、夢を求めて暮らしていけるように大
人達が平等に支援をしていくことが求められています。今、私達ができることは何か考えてみませんか？
※１：豊田市ボランティア連絡協議会とは、豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターにボランティア登録したグループ・個人の中で、ボランティ
ア連絡協議会の活動に賛同された方で構成され、ボランティア相互の交流を深め、資質の向上を図ることを目的とした団体です。
※２：子ども食堂とは、主に貧困家庭や一人親家庭の子どもを対象に、栄養バランスの取れた食事や地域の人々とのふれあいの時間を無料もし
くは安価で提供する民間発の取り組みです。

ぜひご参加ください！

■と き 12 月２日（金）午前 10 時～正午
■と こ ろ 豊田市福祉センター ３階 34･35 会議室（豊田市錦町 1-1-1）
■講 師 特定非営利活動法人 楽歩 副理事長 大原 由恵 氏
■定 員 40 名
■参加費 100 円（お茶菓子代）
■申込み 11 月１日（火）午前９時から
◎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（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

