平成 29 年度 ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No355 住民のための地域福祉活動

実践セミナーを開催します！
平成 29 年度に引き続き、住民のための地域福祉活動実践セミナーを、
「“地域福祉”の主役は、住民一人ひとりであることの理解」、「“地域福祉活
動”に住民として参加するための視点を学ぶ」、「安心して、いつまでも暮ら
していくための“ご近所(助)福祉”の在り方を学ぶ」などを目的に開催しま
す。

＊今月の花＊
シネラリア
(喜び、快活)

主 催

（社福）豊田市社会福祉協議会、地域福祉活動推進委員会

日 程

平成 30 年１月

場 所

豊田市福祉センター ホール

参加者

①自治区、地区コミュニティ会議等の関係者
②民生委員・児童委員、主任児童委員 等
③高齢者クラブ関係者
④地域で現在活動しているボランティア
⑤今後、地域での活動を目指しているボランティア及び地域福祉
活動に関心のある市民等

定 員

500 名（先着順）

参加費

無料

20 日（土）

13:00～16：00
（豊田市錦町１－１－１）

内 容
【第１部】 豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況について
①高岡支所の「健康と福祉の相談窓口」の設置
②とよた市民福祉大学の展開
③豊田市成年後見支援センターの開設 他
【第２部】 シンポジウム
いつも快活
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
（金）
～１月３日（水）です。
１月４日（木）～業務
を開始します。

テーマ：「“住民発”地域福祉のはじめの一歩」
事例１「小坂自治区（朝日丘地区）」の実践事例
64・68 番組の取組
“ささえあい台帳”を活用しての、住民相互のつながりづくり
事例２「青木台自治区(猿投台地区)」の実践事例
子ども育成（づくり）はまちづくり
～“ここがふる里”と思えるまちづくりをめざして～
申込み 詳細については 12 月の自治区回覧にて
チラシをご確認ください。
問合せ 豊田市社会福祉協議会 地域福祉課
電話：31-1294

昨年度の様子

（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 12 月号

“社会人のための地域参加促進セミナー”開催！
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。
■と

き

平成 30 年２月 25 日（日）午後１時～午後２時 30 分

■と こ ろ

スカイホール豊田 大会議室（豊田市八幡町 1-20）

■参加費

無料

■内

容

企業・団体の社会貢献活動による取組みの動向や事例の紹介

■主

催

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、

■定員

先着 150 名（予定）

詳細については、
「ぼらんてぃあだより１月号」で
お知らせします！

とよた市民活動センター、豊田市社会福祉協議会
＊当日は「WE LOVE とよたフェスタ」との共催です。豊田市の魅力を再発見し、自分の住んでいる
豊田市が今よりもっと好きになるイベントです。
◎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）

“とよた市民福祉大学”第２期が修了しました！
とよた市民福祉大学は、今年度から新規に「家庭介護コース」を開講しました。
「福祉・介護」について座学・演習・施設見学を通して学んでいただき、８月 31 日
（木）に修了式を開催し、39 名が修了となりました。
また、（第２期）「福祉入門コース」では、高齢者福祉・児童福祉・障がい者福祉に
ついてグループに分かれ学んでいただき、11 月 18 日（土）にグループ発表会と修了
式を開催し、35 名が修了しました。
今後はとよた市民福祉大学で学んでいただいたこと
を地域への活動に活かせるよう、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、応援して
いきます。
↑受講の様子
◎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）

ボランティア情報交換会「ボランティアと施設職員との交流」
ボランティア活動を行っている方とボランティアを受け入れる方が、お互いの想いを知り、
より良いボランティア活動に繋がることを目的としています。
■と き

12 月 15 日（金）午後２時～午後４時

■ところ

豊田市福祉センター ３階 34 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■内 容

「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

■その他

ご自身の活動がわかるチラシ等があればご持参ください（50 枚程度）。

◎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

申込み
不要

平成 29 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！
『とよたプレーパークの会』の代表・小黒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。

とよたプレーパークの会は、鞍ヶ池プレーパークの運営をしています。鞍ヶ池プレーパークは、鞍ヶ池公園
の里山ゾーン（植物園の横の道を奥に進んだところ）にあり、子どもの冒険遊び場として、基本的に第３・４土
曜日に行っています。日程は、学校行事と重ならないように多少変更がありますので、Ｆａｃｅｂｏｏｋで予定表を
ご確認ください。子どもの遊び場といっても、子どもにとっても大人にとっても魅力的な場所！子ども達が“やり
たいこと”を“やりたいだけ”できる場所です。泥だらけになったり、ノコギリで工作をしたりして自由に遊ぶこと
ができます。また、そんな安全・安心な環境づくりをしているのが、とよたプレーパークの会です。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

元々は、７～８人で始まった育児サークルです。そのメンバーから『外
で思いっきり遊ぶ場所がないなぁ』という思いが出た頃に天白区プレー
パークを知りました。そこから、豊田市にも冒険遊び場「プレーパーク」
を作りたいという思いで 2004 年から活動を開始しました。
どんな時にやりがいを感じますか？

子どもたちの世界で、いろんなことに挑戦している姿を見ると「たまらないなぁ」
とほっこりした気持ちになります。また、子どもだけでなく、大人も楽しんでいま
す。ギターを弾いたり、大人同士で話したり、居場所になっています。
どんなメンバーを募集していますか？

メンバー大募集中です！土・日曜日に外で思いっきり遊びたい人、ぜひ一緒に活動しましょう♪
◎問合せ とよたプレーパークの会 小黒 電話：070-5647-4365 メール：toyopure@gmail.com

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。

【脳トレ問題】
右の時計は、
何時何分？

62

〒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

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）

【10 月号の正解】

「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！

・とくしま（徳島県）
・おおさか（大阪府）

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。
☆クイズの正解は

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ③

「ぼらんてぃあだより２月号」にて発表します。

平成 29 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７日（木）

★12 月 13 日（水）

★１月はお休み

★１月 19 日（金）

★２月１日（木）

★２月 17 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７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１日（木） 「マジックゼロ」さんによる『マジック』

ボランティアにまつわる『ちょっとイイはなし』
マイ KOU（マイコー）さんより

芸能ボランティアとして活動しようと、先輩ボランティアさんの見学を
始めていらっしゃるマイ KOU さんからお話を伺いました。

人の考え方やボランティアへの信念、やり方を見学という視点から拝見できたことが、私にとっては大変有意
義なものでした。そして、先輩芸能ボランティアさんから少しだけ時間をいただき、自身のダンスを披露でき、施設
利用者様から喜んでいただけたことが大変嬉しかったです。
ボランティアとは自身の為でもあるけれど、人の役に立てることができます。また、「お役に立てた！」という自
己肯定感を得られます。ボランティアを通じて、人生勉強もでき、生きる力を与えてもらっています。
★ボランティアにまつわる「ちょっとイイはなし」は、まだまだ募集中です。ご応募をお待ちしております！
◎問合せ・応募先

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）

□■

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

