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「ボランティア体験隊 2017」
開催決定！
「ボランティア体験隊」は、ボランティアをしてみたいけれど、何から始めれば
よいのか分からない、お試しでやってみたい・・・という方にお勧めの企画です。
「ボランティア体験隊 2017」に申し込めば、様々なボランティアを体験するこ
とができます。先着順ですので、お早めに申込みください！

＊今月の花＊
マーガレット
（誠実、正確、真実の愛）

■体験日

平成 29 年７月 21 日（金）～８月 31 日（木）の内、
申込みをした日

■と こ ろ

豊田市内の福祉施設やこども園
ボランティアグループの活動場所

■内

ボランティア体験（体験メニューはパンフレットに記載）
【昨年の例】福祉施設利用者との交流、夏祭りの手伝い、
手話体験、こども園の園児とのふれあい など

容

■対象者

豊田市内在住または在学・在勤の小学生以上の方
ただし、小学生は保護者同伴で参加可

■参加費

ボランティア活動保険代（250 円～） ※加入必須
プログラムにより実費負担あり（食事代など）

■申込み方法
指定の申込み用紙（パンフレットに添付）に必要事項を記入の上、

平成 29 年６月９日（金）～23 日（金）午前９時～午後５時に
豊田市福祉センターもしくはお近くの社会福祉協議会各支所へ申込み用
紙をご持参ください。（先着順） ※電話、ＦＡＸ、メールの申込みは不可
※パンフレットは５月 23 日（火）から豊田市福祉センター、各交流館等で配布予定です。
（HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧 URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
誠実にボラ
ンティア！

ぼらんて君

■事前説明会 ※下記のいずれか１回に参加必須
７月２日（日）午前 10 時～11 時 30 分、午後２時～３時 30 分
７月８日（土）午後６時～７時 30 分、
７月９日（日）午前 10 時～11 時 30 分
◎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）

地域福祉課 異動職員紹介！
主査 下平 枝里奈
旭支所から異動して
きました。ボランテ
ィアセンターを担当
します。よろしくお
願いいたします。

主事 稲吉 龍太郎
どんな質問にもお答
えできるよう日々精
進して参ります。よ
ろしくお願いいたし
ます。

お世話に
なりました！

主事 安藤 裕章
本年度入職しまし
た。ご迷惑をおかけ
すると思いますが、
一生懸命頑張りま
す！

・係長 栗本 浩一
（相談支援課へ異動）
・主査 青山 琴美
（退職）
・主査 河合 毅志
（退職）

（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 29 年度 ぼらんてぃあだより５月号

ボランティア登録の更新の手続きはお済みですか？
平成 29 年度ボランティア登録の更新をされていないグループ・個人の方にお知らせです。
「ぼらんてぃあだより」を郵送またはメールでの受け取りを希望されているグループ・個人の方で、
平成 29 年５月末までに更新の手続きをしていただけない場合は、「ぼらんてぃあだより７月号」から送
付およびメール配信を停止させていただきますのでご了承ください。
※６月以降に手続きをした場合は、手続き月の翌々月から郵送およびメール配信を再開します。
平成 28 年度にグループおよび個人登録をしていただいた方には、ボランティア活動保険の申込み
書類と併せて２月 21 日（火）に発送いたしました。
なお、ボランティア登録用紙は、「とよたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
にて閲覧・ダウンロードができます。 ※ボランティア登録は費用がかかりません。保険加入は別途費用が必要です。
◎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）

ふれあいサービスの送迎ボランティア募集中！
「朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会」では、朝日丘地区の一人暮らし
高齢者を対象に、月１回の定例食事会をしています。
参加者を送迎するための社協貸出福祉車両（普通免許所
ふれあいサービスとは？
持で運転可）などを運転してくださる方が不足しています。
地区コミュニティ会議が運営主体とな
って、地域住民同士のふれあいの機会
そこで、送迎をしてくださるボランティアを募集しています。
を設け、地域連帯の輪を広げることを

■と き
■と こ ろ
■内 容

毎月第４木曜日 午前 10 時～午後３時の前後
朝日丘交流館（豊田市御幸町 1-80）と対象者宅
朝日丘交流館と対象者宅間の車の送迎

目的として、生涯学習センター交流館
等を利用し、食事を共にしながらゲー
ム等の交流活動をすることです。

◎問合せ・申込み 朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会 羽根田 光夫 電話：（0565）33-5634
朝日丘交流館 電話：（0565）34-1561

ボラ連協主催“すぐ役立つ実践的「傾聴講座」”を開催します！
「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。この機会に傾聴を学び、日常生
活やボランティア活動、家族や友人とのコミュニケーションに活かしてみませんか？
■と

き

平成 29 年７月７日、14 日、21 日 いずれも金曜日 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）

■内

傾聴の基礎を学び、ロールプレイ（役割演技）などを行う 等

容

■対象者

豊田市在住・在勤で、全日程受講可能な方
また、社協ボランティアセンターにボランティア登録し、豊田市ボランティア連絡協議会に賛同できる方

■定

先着 30 名

員

■申込み

■参加費

500 円（全日程通して、参加費（資料代）は初回に徴収します）

平成 29 年５月 25 日（木）午前９時から ※定員になり次第締め切ります。

◎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）

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 29 年度 ぼらんてぃあだより５月号

豊田市災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催します ！
豊田市が被災し、豊田市災害ボランティアセンターが立ち上がった際のコーディネートを担える人
材を養成することを目的に、豊田市災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催いたします。
★「災害ボランティアコーディネーター」とは、被災地（者）の気持ちに寄り添い、被災者のニーズ（必要としていること）に
応えるとともに、ボランティア活動を希望する人が、安全に安心して活動できるように調整する役割を担う人です。

日時

内容

１日目

７ 月 ９ 日（日）午後１時 30 分 ～午後４時 30 分

２日目

８ 月 ６ 日（日）午後１時 30 分 ～午後４時 30 分

講 災害ボランティアセンターとは？
義 災害ボランティアセンターの仕組みと運営マニュアル

３日目

９月 ３日（日）午前９時 30 分～午後４時

４日目

10 月８日（日）午前９時 30 分～午後４時

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ① 11 月 11 日（土）午前９時 30 分～午後４時

実 災害ボランティアセンター運営訓練
技 災害ボランティアコーディネーター実施訓練
災害ボランティアニーズ受付訓練

※フォローアップ研修につきましても、原則として参加をお願いします。

■と こ ろ 豊田市福祉センター（豊田市錦町１-1-1）
■対象者 高校生以上で、５日間とも受講でき、災害時にコーディネーターとして活動できる方
■定 員 先着 30 名
■参加費 無料（交通費および昼食代などは自己負担）
■申込み 平成 29 年６月６日（火）～６月 22 日（木） ※定員になり次第締め切ります。
◎問合せ・申込み 豊田市社会福祉協議会 地域福祉課
電話：（0565）31-1294 ＦＡＸ：（0565）32-6011 （日・月曜日、祝日休み）
■主 催 豊田市社会福祉協議会
■共 催 豊田市

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】5 月 5 日の「こどもの日」の行

事食と言えば、
“柏餅”。柏餅のいわれと
は何でしょう？
①子孫繁栄
②不老長生
③立身出世

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

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより７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

５月末日締切（当日消印有効）

【３月号の正解】５（節句）

１月７日の人日の節句（七草の節句）
、３月３日の上巳の節句（桃の節句）
、
５月５日の端午の節句（菖蒲の節句）
、７月７日の七夕の節句（七夕）
、
９月９日の重陽の節句（菊の節句）の５節句があります。

「ぼらんてぃあだより」
はホームページでも閲覧
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 29 年度 ぼらんてぃあだより５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

★５月はお休み

★５月 18 日（木）

★６月１日（木）

★６月 21 日（水）

★７月６日（木）

★７月 18 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
★５月はお休み
★６月１日（木） 「ひまわりダンスサークル」さんによる『社交ダンス』
★７月６日（木） 「福重孝（個人ボランティア）・サクセス（元盲導犬）」さんによる『口笛演奏』

「熊本地震」被災者支援の取り組みを報告します！
平成 28 年４月 14・16 日に発生した「熊本地震」から１年が経過しました。

これからも

この災害で被災された方々を支援するため、本会では下記のとおり取り組んで参りました。 支 援 を 継 続
します！
ご協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。
日時
内容
４月 15 日～

義援金の受付開始（日本赤十字社へ随時寄付） ※受付：平成 30 年３月 31 日まで

４月 22・23 日

救援物資の募集（一般社団法人豊田青年会議所と協働）

６月 11～17 日
７月 11～17 日

全国社会福祉協議会から東海ブロックへの協力依頼に基づき、熊本市災害ボ
ランティアセンターの運営支援のため職員を派遣

10～３月

ふれあいまつり等で「被災地支援物産展」を実施（売上は義援金として寄付）

□■

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

