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❀新年あけましておめでとうございます❀
昨年は豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター事業に
ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

住民のための地域福祉活動実践セミナー
～“住民発”地域福祉のはじめの一歩～
地域の福祉は「自分には関係ない」「一部の人たちに任せておけばいい」
という考えを払拭し、「自分にできることは何か」といった『福祉＝自分ごと』
と捉えていく必要があります。
また、地域福祉の推進においては、「向こう三軒両隣」「助け上手・助けら
れ上手」「顔の見える関係づくり」といったご近所との良好なつながりが原点
です。
このセミナーでは、これらのことを再確認し、ともに学び考える機会とする
ために開催します。地域福祉の主役は“あなた”です！
■と

き

＊今月の花＊
ローズマリー

平成 29 年２月 11 日（土・祝）午後１時～午後４時
（受付：午後０時 20 分～）

■と こ ろ

豊田市福祉センター ホール（豊田市錦町 1-1-1）

■参加費

無料

（記憶、親切、静かな力強さ）

■内

第
１
部

第
２
部

１月４日（水）～業務
を開始します。

先着 500 名

豊田市地域福祉計画・活動計画（表紙）→

豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の紹介
計画説明
・新實 真 氏（豊田市役所 市民福祉部 地域福祉課 副主幹）
事例発表者
・松田 敏明 氏（下山地区：和合自治区 前区長）
・八鍬 幸雄 氏（竜神地区：清水団地お助け隊 会長）
コーディネーター
・山村 史子 氏（地域福祉活動推進員会 副委員長 他）
助言者
・小澤 伸也（豊田市社会福祉協議会 常務理事（兼）事務局長）

★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。

員

シンポジウム「“住民発”地域福祉のはじめの一歩」

静かな力強
さでボラン
ティア！

ぼらんて君

容

■定

■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

豊田市社会福祉協議会、地域福祉活動推進委員会

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
（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１月号

「社会人のための地域参加促進セミナー」参加者募集中！
先月号でもお知らせしました、「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～」の申込み受付を行っています。
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。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
（午後０時 30 分～受付開始）

■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

員

先着 150 名

↑
セ
ミ
ナ
ー
の
チ
ラ
シ

容

第１部 基調講演「豊田が進む未知、あなたが進む道」【午後１時 10 分～午後２時 40 分】
講演者：牧野 篤 氏（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

第２部 ブース出展（体験・参加者交流会）【午後２時 50 分～午後４時】
発表団体：株式会社 小野デザイン事務所／浄水小・浄水北小・浄水中学校支援地域本部
高橋アスパの会／すぎん工房／あさひ薪づくり研究会／おいでん・さんそんセンター
■申込み

事前に下記連絡先までご連絡ください。 ※申込み必須
（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

催

◎問合せ

トヨタ自動車 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、社協
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294（日・月曜日、祝日休み）

「とよた市民福祉大学」第一期修了報告＆来年度以降の展開！
本会では、平成 25・26 年度に策定した『豊田市地域福祉活動計画』の基本目標２「地域福祉活動
の担い手を増やす」の重点取組３【住民福祉教育の推進】の取り組みとして、平成 28 年６月４日に「と
よた市民福祉大学」を新規開講しました。
そして 11 月 19 日（土）、全 12 回の講義・実習を経て、47 名が修了しました。
今後は、修了者同士の情報交換会やフォローアップ研修等を実
施して、修了者が地域で活躍できるよう応援して参ります。
なお、平成 29 年度からは、介護人材の育成・養成のニーズを受
けて「とよた市民福祉大学」としてもその一躍を担っていく必要があ
ると考え、「（仮）家庭介護コース」を新たに実施します。また、今年
度の講義内容は「（仮）福祉入門コース」として継続実施します。
カリキュラムや日程などの詳細は、後日お知らせいたします。
◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294（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

平成 28 年度 ぼらんてぃあだより１月号

「わくわくステージ」出演者募集中！
社協ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター１階ロビーにて開催される「わくわくステージ」
に出演してくださる方およびボランティアグループを募集しています。
自分たちの活動を披露したい方、活動の幅を広げたい方は、社協ボランティアセンターまでご連絡
ください。※出演には社協ボランティアセンターへのボランティア登録が必要です。
■と

き

第１木曜日 正午～午後０時 30 分（５・１・３月を除く）

■と こ ろ

豊田市福祉センター １階 ロビー（豊田市錦町 1-1-1）

■内

楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露 など

容

■出演者

尺八・ギター・
篠笛演奏♪

社協ボランティアセンター登録者およびグループ
※初出演の方・グループを優先させていただきます。

※豊田市内を中心に活動している方・グループに限ります。
オカリナ演奏♪

■参加者

豊田市福祉センター利用者、豊田市内福祉施設従事者・利用者 など
（どなたでも予約なしで自由に観覧できます。毎月 40 名程の方が来場されます。）

■その他

平成 28 年度のわくわくステージ開催中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」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧することができます。

自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？まずは社協へご連絡ください！

◎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）

【問題】今では年賀はがきといえば当たり
前になっている「お年玉付郵便はがき」が
初めて発売されたのはいつでしょう？
①1969 年（昭和 44 年）12 月１日
②1959 年（昭和 34 年）12 月１日
③1949 年（昭和 24 年）12 月１日
☆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３月号」にて発表します。

【11 月号の正解】①子ども食堂

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

１月末日締切（当日消印有効）

「ぼらんてぃあだより」
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 はホームページでも閲覧
することができます！
発の取り組みです。12 月２日にボラ連協はこれをテーマに交流サロンを行いました。
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

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１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

★１月はお休み

★１月 20 日（金）

★２月２日（木）

★２月 18 日（土）

★３月２日（木）

★３月下旬（未定）

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
★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』
★３月はお休み

どなたでも予約な
しで自由に観覧で
きます。一緒に楽
しみましょう♪

「被災地支援物品販売」にご協力いただき、ありがとうございました！
10 月から 11 月にかけて開催された社協出展・主催のおまつりで、東日本大震災や熊本地震で被災し
た地域の復興支援を目的として、被災地域の名産品等を取り寄せて「被災地支援物品販売」を行い、大
勢の方に物品をお買い上げいただきました。
取り寄せ額を除いた売上全額は、「東日本大震災義援金」に 2,690 円、「熊本地震義援金」に 8,052 円
を、日本赤十字社の義援金窓口に寄付させていただきました。
皆さまのご協力、誠にありがとうございました。
本会では、今後も被災地域への想いを忘れることなく支援を継続し
ながら、近年中の発生が懸念されている「南海トラフ巨大地震」に備
え、支援を通じて学んだことを市民の皆さんに広く啓発して参ります。

□■

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

