平成 28 年度 ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No343

「社会人のための地域参加促進セミナー」

10 年後の豊田！その時、あなたは・・・？
～つながり、つくる豊かな暮らし～
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。
人口減少、少子高齢化が進む豊田市において、地域を盛り上げる仕事・
活動など、講演者および発表団体から多岐に渡ってお話をしていただきま
す。参加者と出展者の交流もあります。皆様のご参加をお待ちしています。
■と

き

平成 29 年１月 29 日（日）午後１時～午後４時 30 分
（受付：午後０時 30 分～）

■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

■定

シャコバサボテン

講演者
・牧野 篤 氏

第
１
部

まきの

(美しい眺め、冒険心、波乱万丈)

先着 150 名

容

基調講演
＊今月の花＊

員

あつし

講師の「牧野篤さん」→
東京大学大学院教育学研究科教授
豊田市第８次総合計画審議会委員

内容：中山間地域と都市部が抱える課題、解決策などについて

ブース出展（体験・参加者交流会）
発表団体
・株式会社 小野デザイン事務所（建築設計・デザイン等）
・浄水小・浄水北小・浄水中学校支援地域本部（学校支援活動実施団体）
・高橋アスパの会（家庭の生ごみを材料とした堆肥で野菜作りを行う団体）
・すぎん工房（地元の農産物を使用したお菓子工房、居場所作りの団体）
・あさひ薪づくり研究会（健全な森林維持を通し、地域活性を行う団体）
・おいでん・さんそんセンター（都市と農山村の交流をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄする団体）

第
２
部
冒険心を持
ってボラン
ティア！

ぼらんて君

★年末年始のお知らせ★
豊田市社会福祉協議会
地域福祉課・ボランティ
アセンターの年末年始の
お休みは、12 月 29 日
（木）
～１月３日（火）です。
１月４日（水）～業務
を開始します。

■申込み

平成 28 年 12 月 20 日（火）から下記連絡先までご連絡ください。
参加にあたり手話通訳、要約筆記、介助等が必要な場合は、
申込み時にお知らせください。

■主

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

催

◎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）

お詫びと訂正 「ぼらんてぃあだより 11 月号」２ページの掲載内容に一部誤りがございました。
【訂正内容】
「特別養護老人ホームこささの里」の住所の誤り
【誤】上原町西山４６９－１

→

【正】越戸町上西小笹１１６

読者の皆様および関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。

（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 12 月号

ボランティア情報交換会について！
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、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、どなたでも予約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・豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
「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

容

■その他

ボランティア活動紹介資料等の配布をご希望の方は、当日 60 部程度ご持参ください。

◎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 10 回全国校区・小地域福祉活動サミット in おかざき・西三河！
「小地域福祉活動サミット」とは、人口減少や高齢化、頻発する大規模災害等により、家族や地域
の絆の重要性が改めて見直されています。本サミットでは、小地域（小学校区や町内会等）での福祉
活動への取り組みを紹介し、いろいろな形の支え合いについて学びます。
■と

き

平成 29 年１月 21 日（土）午後０時 30 分～午後６時

■と こ ろ

岡崎市民会館（岡崎市六供町出崎 15-1）

■内

地域福祉をテーマとした「基調講演」と「パネルディスカッション」
テーマごと８つのグループに分かれて考える「分科会」

容

サミットの登壇者と参加者との「交流会」（別途参加費 5,000 円必要）
■参加費

4,000 円

■定

員

先着 1,000 名

■申込み

平成 28 年 12 月 10 日（土）までに「名鉄観光サービス株式会社 岡崎支店」まで

◎問合せ

岡崎市 福祉部 福祉総務課 総務企画班 電話：0564-23-6851
岡崎市社会福祉協議会 総務課 地域支援係 電話：0564-23-8705

※詳細は岡崎市社協ホームページ（http://home1.catvmics.ne.jp/~okashavc/）をご覧ください。
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 12 月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『英語を歌おう A･B･C！』代表の石黒さんをはじめ、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。

１ヶ月に４回程度、福祉施設等にて定例会を行っています。活動は、依頼に応じて、小・中学校や
こども園、交流館、子育て支援センター等にて、外国語の絵本の読み聞かせや歌、ゲーム、手遊び、
英語授業の補助などを行っています。英語を勉強するのではなく、コミュニケーション手段の一つとして、子ど
も達が英語に触れ楽しむうちに自然習得することを目指し、子ども達の大好きな遊びや日常生活の中に取り
入れ、楽しみながら口ずさめるようになれたらと思い、毎回テーマを決め、工夫しながら活動しています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

留学や仕事等で長期海外滞在中に手に入れた外国語の絵本で、何か自分達の
特技を活かしたことができないかと考え、平成 19 年４月にグループを設立し、小学校
での絵本の読み聞かせから活動を始めました。設立当初はメンバーが３人でした
が、今では 10 人に増え、上郷地区中心に活動しています。
どんな時にやりがいを感じますか？

英語嫌いな子どもが英語を好きになり、やる気や興味を持ってくれ、手紙をくれた
り、街で「これは何と言うの？」と話しかけてくれるのがうれしいです。また、こども園
で数年前に英語を教えた子どもが小学生になり、英語の絵本を読んでいたら「英語
分かるから日本語に翻訳しなくていいよ」と言われ、子どもの能力と絵本の力に驚き、やりがいを感じました。
どんなメンバーを募集していますか？

現在、30～60 代の女性 10 名で活動しています。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】クリスマスツリーの頂上（頂点）
についている大きな星飾りの名前は何でし
ょう？

①
②
③

ベツレヘムの星
アダムスの星
キョジンの星

☆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２月号」にて発表します。

【10 月号の正解】②約 1,300 人

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

12 月末日締切（当日消印有効）

夏休み期間に行ったボランティア企画「ボランティア体験隊 2016」では、

「ぼらんてぃあだより」
豊田市内の福祉施設やボランティア団体が用意してくださった 170 件のボラ はホームページでも閲覧
することができます！
ンティア体験メニューに、中学生を中心に多くの市民の皆さんが体験をしました。
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 12 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

毎月中旬～下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★12 月１日（木）

★12 月 14 日（水）

★１月はお休み

★１月 20 日（金）

★２月２日（木）

★２月 18 日（土）

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
★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
★２月２日（木） 「輝動あい楽」さんによる『フラダンス』

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ（２月４日のイベント）
ボラ連「賛同者全員集合」

西三河ボランティア連絡会「情報交換会」

「こどもも若者も高齢者も元気になるボランティア～これから
のご近所、居場所づくり～」をテーマに、豊田市ボランティア
連絡協議会賛同者向けに講演会および交流会を開催します!

西三河地域の７市１町のボランティアが集い、ボランティア活
動への取り組みについての紹介や情報交換を行い、西三河
地域のボランティア活動のさらなる発展を目的に開催します!

■と

き 平成 29 年２月４日（土）
■と き 平成 29 年２月４日（土）
午前９時 30 分～正午
午後１時～午後３時 30 分
■と こ ろ 豊田市福祉センター ３階 34･35 会議室
■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）
（豊田市錦町 1-1-1）
■内 容 講演会（講師：三矢勝司氏）、交流会
■内 容 西三河地域のボランティア紹介、意見交換
■参加費 100 円（茶菓子代）
■参加費 無料
■申込み 12 月 15 日（木）から下記連絡先へ
■申込み １月 13 日（金）までに下記連絡先へ
◎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

