平成 28 年度 ぼらんてぃあだより３月号

３月号

No346

とよた市民福祉大学
第二期生を募集します！
従来の「啓発・啓蒙」的な住民福祉教育活動から、「人材の育成・養成」
的市民福祉教育活動を実践しながら、地域におけるマンパワー（福祉の担
い手）の確保に寄与していくことを目的に、「とよた市民福祉大学（第二期）」
を開講します。※「家庭介護コース」は平成 29 年度新たに増設されました。
福祉入門コース

内

容

地域における福祉活動の担い 地域の介護人材育成を目的
手 の 育 成 を 目 的 に 、 障 が い に、生活支援サービス（調理
者・児童・高齢者・地域福祉の や掃除など）を実施するため
分野を学ぶ。

と

き

春蘭（しゅんらん）
（気品、清純、飾らない心）

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）

①平成 29 年４月１日現在にお ①平成 29 年４月１日現在にお
いて、豊田市在住の 18 才
いて、豊田市在住の 18 才
対象者
以上の市民
以上の市民
※ 右 記 の ②受講終了後、地域福祉活動 ②介護に関心のある方、又は
①～③の
をしていただける方
受講終了後に介護分野で
全てに該
当する方
③12 回全てに出席できる方
活動したい方
③７回全てに出席できる方
受講料
定

飾らない心
でボランテ
ィア！

の基礎的な知識を学ぶ。

平成 29 年６月から 11 月まで 平成 29 年７月から８月までの
の概ね毎月第１・３土曜日
概ね毎週木曜日
午後１時～午後４時
午前 10 時～午後４時

ところ

＊今月の花＊

家庭介護コース

員

申込み

ぼらんて君
決

定

3,000 円（教材費・資料代）
40 名程度

30 名程度

平成 29 年４月５日（水）から４
月 21 日（金）まで（必着）に「受
講申込書」をＦＡＸ・メール・郵
送などで提出ください。

平成 29 年４月 19 日（水）から
５月 12 日（金）まで （必着） に
「受講申込書」をＦＡＸ・メール・
郵送などで提出ください。

選考により、平成 29 年４月 29 選考により、平成 29 年５月 20
日（土）までに受講の可否を郵 日（土）までに受講の可否を郵
送で通知します。

その他

送で通知します。

・「福祉入門コース」と「家庭介護コース」の併願はできますが、
同時期に２コースの受講はできません。
・手話・要約筆記などの情報保障手段が必要な場合は、事前
にご相談ください。

※募集要項や受講申込書は、３月中旬より、社協各支所や交流館等で配布します。
↑「とよた市民福祉大学」
グループワークの様子

◎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３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、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、相手の心に寄り添って話を聴くことです。

■と

き

平成 29 年３月 18 日（土）午前 10 時～正午

■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）

愛知国際病院 ホスピスボランティア入門講座のご案内！
愛知国際病院で活動するボランティアグループ「紫苑（しおん）」は、ホスピス ※での活動が中心で
すが、外来や一般病棟でも園芸や生花などを行っています。
ボランティア「紫苑」の活動を広く知っていただくため、以下のように講座を開催いたします。また、
「紫苑」に入会を希望される方には、平成 29 年度ボランティア募集についてのご案内もあわせて行い
ます。ホスピスボランティアに関心をお持ちの方々のご参加をお待ちしています。
※「ホスピス」とは、がん患者の様々な身体症状を和らげ、大切な時間をその人らしく暮らすための専門施設です。

■と

き

①平成 29 年４月５日（水）②４月７日（金）③４月 11 日（火）
※①・②は午前 10 時～11 時 30 分、③は午後２時～３時 30 分
※①～③はいずれも同じ内容です。ご都合の良い回にご参加ください。

■と こ ろ

愛知国際病院ホスピス（〒470-0111 日進市米野木町南山 987-31）

■内

容

ホスピスについて／ボランティア活動の実際／ボランティアから一言

■定

員

各回 20 名程度

■受講料

無料

■対象者

当院でのボランティアに関心がある方。性別・年齢不問ですが、学生はご遠慮ください。

■申込み

【①名前（ふりがな）、②年齢、③性別、④住所、⑤電話番号、⑥参加希望日】をご記入
の上、返信用封筒（宛名明記、82 円切手貼付）を同封し、３月 17 日（金）までに「愛知国
際病院 ホスピスボランティア入門講座 受付係」宛てに郵送してください。

◎問合せ

愛知国際病院 担当：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 東（ひがし） 電話：070-5645-8252

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３月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！

グループのチラシは、
福祉センターでも見る
ことができます♪

『ひと育てプロジェクトあすか』代表の湯本さんをはじめ、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５回程度、末野原地区にある大林区民会館（豊田市大林町 12-1-6）にて、ものづくりや健康体操等を行
っています。参加者は参加費基本 500 円（材料費代）で、クラフトかご作りや編み物、季節の飾りなど自分で作り
たいものを選び、午前 10 時～午後３時 30 分までの間に事前予約なく好きな時間に来て、自分のペースに合わ
せて作品を完成させます。メンバーは材料を用意し、参加者に作品の作り方などを教えていますが、時には参
加者が「これならできるよ」と講師となることもあり、お互いに刺激し、助け合い、交流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。

子育てサロンのボランティアをしていた代表の湯本さんが、友達に頼んで交流館
で健康体操行った際、「１コインで気軽に参加できるこんな活動っていいな」と思い、
平成 27 年１月にグループを設立しました。グループ設立のきっかけとなった健康体
操を最初の活動とし、今では季節に合わせた作品作りなども行っています。
どんな時にやりがいを感じますか？

イベントや大林地区の回覧に毎月の活動予定表を入れていただくことで、多くの
方に参加してもらうことができてとてもうれしいです。また、参加者がお互い交流し、
楽しみながら活動している姿を見るとうれしく、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、50～60 代の女性８名で活動をしています。
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】
３月３日は桃の節句である「ひな祭り」で
す。では、江戸時代に桃の節句を含め、合
計いくつの節句があったでしょう？
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〒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５月号」にて発表します。

【１月号の正解】③1949 年（昭和 24 年）12 月１日

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

３月末日締切（当日消印有効）

「お年玉付郵便はがき」は、
「年賀状が戦前のように復活すれば、お互いの

「ぼらんてぃあだより」
消息もわかり、また、くじをつけ寄付金を加えれば夢もあり、社会福祉のため はホームページでも閲覧
することができます！
になる」との民間人のアイディアから生まれ、画期的な制度が実現されました。
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３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

★３月２日（木）

★３月 21 日（火）

★４月６日（木）

★４月 20 日（木）

★５月はお休み

★５月 18 日（木）

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

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♪

★３月はお休み

★４月６日（木） 「野澤由雄（個人ボランティア）」さんによる『マジック』
★５月はお休み

民生委員制度が平成 29 年に制度創設 100 周年を迎えます！
民生委員制度は、大正６年に岡山県で発足した「済世顧問制度」に始まり、平成 29 年に制度創設 100
周年を迎えます。民生委員・児童委員は、地域住民の立場にたって地域の福祉を担う、厚生労働大臣
から委嘱された無報酬のボランティアです。全国では約 23 万人の方が活動しており、豊田市では、平成
29 年２月１日現在で子どもや子育てに関する支援を専門に担当する「主任児童委員」を含め、587 人の
方が活動しています。
民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談相手として、生活上の
心配ごとや困りごと、介護の悩み、子育ての不安などの相談に応じてい
ます。そしてその相談内容に応じて、必要な支援が受けられるよう専門
機関への「つなぎ役」になります。
また、地域の見守り役として、高齢者や障がい者のある方、子どもた
ちなどの見守りを行っています。

□■

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

