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平成 29 年度

ボランティア登録・保険について
平成 29 年度（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日）のボランティア
登録、ボランティア活動保険の申込み受付を平成 29 年３月１日（水）から豊
田市社会福祉協議会１階の受付窓口にて開始します。
ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中にボランティ
ア自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を
壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償するものです。
ボランティアをしている方、これからボランティアを始めたい方、ぜひボラ
ンティア登録・保険をご検討ください。
※保険加入には、ボランティア登録が必要です。
■登録のメリット（下記は一例です）
・ボランティア活動保険への加入ができます。
・ボランティア活動に関する情報を受けることができます。
・交流コーナーのコピー機、印刷機などを利用することができます。

＊今月の花＊
コブシ
（友愛、信頼、歓迎）

■補償期間
平成 29 年４月１日午前０時から平成 30 年３月 31 日午後 12 時まで
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償されます。

■保険加入に必要なもの
・豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録用紙
・ボランティア活動保険 加入申込書
・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑）
・保険料
・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名
（加入者名・加入プランが記載されている名簿の添付でも可）

友愛精神を
持ってボラ
ンティア！

ぼらんて君

■注意点
・ボランティア登録、ボランティア保険は年度ごとの更新が必要です。
・ボランティア登録をしていない方はボランティア保険に加入できません。
・補償期間の中途で加入する場合も同様の保険料となります。
・中途脱退による保険料の払戻はありません。
■その他
・補償金額、補償内容などの詳細については、パンフレット等でご確認を
お願いします。
・平成 28 年度にボランティア登録・保険の手続きをされた皆様には、申込
み書類を２月下旬頃に送付させていただく予定です。
・平成 28 年度の保険の補償期間は平成 29 年３月 31 日で終了します。

↑HP「とよたぼらんてぃあ広場」
から様式のダウンロード可

◎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)
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①
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豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカ
ーの貸出を行っています。
ボランティア活動に必要な事務用品等の保管場所としてロッカーをご利用いただけます。
■設 置 数

20 個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm）

■利用対象

概ね月１回以上豊田市福祉センターを利用している
「豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体」

■利用期間

平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日の１年間
※利用状況に空きがある場合は、年度途中からの利用も可能です。

■利用個数

１団体につき１ロッカーを原則とします。
※利用希望団体が 20 を超えた場合は、公開抽選で決定します。

■利 用 料

無料（グループで責任を持って利用・管理していただきます。）

■ル ー ル

①ロッカーを利用するためには申請書の提出、豊田市社会福祉協議会の許可が必要です。
②物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に限ります。

■申 込 み

平成 29 年２月 16 日（木）午後５時までに申請書を提出してください。

■そ の 他

申請書をご希望の方は下記連絡先までご連絡ください。

※平成 28 年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、案内を送付させていただきます。
◎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）

ボランティア情報交換会について！

参
加
費

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、はじめに「傾聴ボランティアの現在地と時代背景」をテーマに講師より講演いただき、その
後、講師を交えた参加者との情報交換会を行います。
ボランティアをしている方、ボランティアや傾聴に関心のある方、施設職員の方など、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！
『傾聴』とは、耳を傾け、
■と

き

３月 18 日（土）午前 10 時～正午

相手の心に寄り添って話
を聴くことです。

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 46･47 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
「傾聴」ボランティア活動者等の情報交換会
★内容：傾聴講演会、講師・参加者との意見交換
★講師：日本福祉大学大学院 准教授 浅井 真奈美 氏（臨床心理士）

容

◎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
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社協登録ボランティアグループを紹介します！
『ペットボトル工作「ＤＩＹ」』代表の橋本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。

活動は、科学館などの施設や交流館、子ども会などから工作行事の依頼を受け、ペットボトルを利用した自
動車や風車などの工作を実施しています。参加者が簡単にペットボトルを切れるように、事前にペットボトルに
切り込みを入れておいたり、ペットボトルに貼るシールは、メンバー手づくりのものを持参するなど、参加者が
簡単に楽しくできるように工夫しながら活動をしています。また、メンバーがそれぞれ仕事で培った技術を活か
し、効率よく作業が出来るような手順を紹介したり、風車が回る仕組みを子どもたちにも分かりやすく説明する
など、作品作りの楽しさや達成感を味わい、なるほどと納得してもらえるような工夫をしています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

もともと「ものづくり」が好きな代表の橋本さんが、交流館の
担当者より、「夏休みの工作としてペットボトルを使ったものを
行ってほしい」との相談を受けたのをきっかけに、平成 11 年
12 月にグループを設立し、活動を始めました。
どんな時にやりがいを感じますか？

工作行事に参加してくださった皆さんが、作品作りを楽しみ、完成した作品を喜んで
持って帰られる姿を見ると、活動をしていてよかったなと感じます。
どんなメンバーを募集していますか？

現在、60 代の男性２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）
ペットボトル工作「DIY」 代表 橋本 電話：090-4186-0371

【問題】平成 29 年２月３日は「節分」で
す。では、昭和 59 年の節分で正しい日付
はいつだったでしょう？

①２月２日
②２月３日
③２月４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４月号」にて発表します。

【12 月号の正解】①ベツレヘムの星

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

２月末日締切（当日消印有効）

クリスマスツリーの頂点についている星は、イエス＝キリストが誕生した時

「ぼらんてぃあだより」
に現れた大きく輝く星を摸したものです。東の国の三博士をイエス生誕の場所 はホームページでも閲覧
することができます！
であるベツレヘム（村）に導いたことから、
「ベツレヘムの星」と呼ばれています。
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２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

★２月２日（木）

★２月 18 日（土）

★３月２日（木）

★３月 21 日（火）
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！

わくわくステージ

（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
★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
社協ボランティアセンターでは、平成 29 年度の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。自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？！
※詳細については、社協ボランティアセンター(31-1294)までお問い合わせください。

社協地域福祉課「生涯学習出前講座」の申込み受付中！
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課では、生涯学習出前講座を実施しています。
費
「ボランティアに関する講演や実技・体験の指導をしてほしい」と考えているが、
用
どこに相談したらよいのか分からないという方、ぜひ本会へご連絡ください！
■内 容
■対象者
■申込み
■その他

ボランティア活動（講話）／減災・防災活動（講話） など
豊田市内に在住・在勤・在学する 10 名以上で構成されたグループ
希望日時の２ヶ月前を目安に、下記連絡先までお申込みください。
※日程によっては、業務の都合でご希望に添えないことがあります。
☆会場の手配・準備などは、申込者側でお願いします。
☆あらかじめ希望日時を複数ご用意ください。

◎問合せ・申込み

お気軽に
ご相談
ください！

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）

□■

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

