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「ボランティア体験隊 2017」
申込み受付開始します！
「ボランティア体験隊 2017」は、豊田市内の福祉施設やボランティア団体
が企画したボランティア体験プログラムの中からご希望のプログラムを選
び、ボランティア体験することができます。
先着順ですので、お早めにお申込みください！
■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）
【福祉施設】利用者との交流、夏祭りの手伝い など
【ボランティア団体】手話体験、点字体験、要約筆記体験 など
【こども園】園児とのふれあい、園内清掃、ペンキ塗り 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）

＊今月の花＊
日々草
（友情、楽しい思い出）

■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 28 年６月９日（金）～23 日（金）午前９時～午後５時に
豊田市社会福祉協議会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
楽しい思い出
作ろう、ボラ
ンティア！

※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。

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～午前 11 時 30 分、午後２時～午後３時 30 分
７月８日（土）午後６時～午後７時 30 分、

昨年度の様子
はこちら☆

また、パンフレットは HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧・ダウンロードすることが
できます。（URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）

７月９日（日）午前 10 時～午前 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）

（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６月号

様々な災害に対する取組みを行っています！
豊田市災害ボランティアコーディネーター養成講座
豊田市が被災すると、被災地域の支援や被災者の自立支援を目的とした「豊田市災害ボランティア
センター」が立ち上がります。その災害ボランティアセンターを本会と協働で運営していただく「災害ボラ
ンティアコーディネーター」を養成するための講座を、７月から 11 月にかけて実施しています（全５回・
事前申込制）。
平成 27 年度より、一般受講者のほかトヨタ自動車株式会社の社員の方を対象とした講座も実施して
おり、昨年度は合計 104 名の方に受講していただいています。
出前講座「すぐできる減災活動・地域でできる減災活動」
「東日本大震災」や「広島土砂災害」、「『平成 27 年９月関東・東北豪雨』に係る鬼怒川水害」、「平成
28 年熊本地震」など、各地で大規模な災害が発生しています。
この地域でも南海トラフ巨大地震の発生が懸念されている中、「公助（行政等の公的機関による支
援）」だけではなく、「自助（自分で自分を守ること）」や「互助・共助・近助（助け合うこと）」のための『備
え』が必要となっています。
被災当時の状況や現状、地域での支え合い、被災による地域格差の課題などについて、被災地での
活動経験のある本会職員から話を聴き、いま何が出来るのか考える機会としていただけるよう、「豊田
市生涯学習出前講座」において講座等を実施しています。
社協以外の関係団体も活動されています！
豊田市赤十字奉仕団

豊田市災害ボランティアコーディネーター連絡会

身近なものを使用した止血法や避難所生活で役立つ

大規模災害発生時に災害ボランティアセンターの運営

新聞紙を使ったスリッパの作り方などの紹介をする講座

を担う方々です。災害発生時に役立つ知識を学べる防

を実施されています。

災・減災講話を実施されています。

トヨタ紡織株式会社 救援衣料回収活動
回収した衣料、タオル、シーツ、毛布は、衣料の提供を必要としているアフリカや中東諸国の難民
の方々へ寄贈します。みなさまのご協力をお願いします。
〈古本の回収もします！〉
■と き ６月 24 日(土) 午前 10 時～正午
小説、漫画、絵本など（雑誌以外）
■ところ アピタ豊田元町店 １階平面駐車場（土橋町 2－65）
障がい者雇用に役立てられます。
■対象回収物
〔新 品〕下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ、作業着
〔洗濯済〕毛布、ズボン、ジーンズ、T シャツ、トレーナー、セーター、ブラウス、
カッターシャツ、ジャンパー、コート、80 センチ以上の子どもの服（品目は大人同様）
※衣料品を海外へ送るための費用として、衣料と輸送費(みかん箱大 1 箱につき 1,500 円程度)をセット
でのご協力をお願いいたします。
◎問合せ トヨタ紡織株式会社 総務部 企画室（担当：甲斐氏） 0566-26-0472（土・日曜日休み）
主催 トヨタ紡織株式会社／協賛 株式会社デンソー、ユニー株式会社、アピタ豊田元町店／
協力 大興運輸株式会社、大豊工業株式会社
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６月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『若園太楽鼓（わかそのたらこ）の会』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。

会の合言葉は、「若園太楽鼓の宅配便－元気を届け、自分も元気に」です。毎週土曜日の午後に、若園交
流館か若林交流館で練習（月に一回休みを取ることもあります）。習得した技術で、月に 1 回程度、社会福祉
施設（高齢者、障がい者施設など）を訪問しています。太鼓の演奏だけでなく、寸劇を交えるなど、お年寄り方
にも参加してもらえるよう工夫に勤めています。地域のお祭りや盆踊りなどの行事にも参加させていただき、
応援していただいています。メンバーは、小学１年生から８０代と幅が広く、その個性の豊かさが、若園太楽鼓
の会の持ち味になっています。週１回の練習でのメンバーの交流も楽しみです。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

平成３年に若園中学校太鼓部が卒業後も活動を続けたいと、当時顧問の杉浦
先生と一緒に立ち上げ、活動を開始しました。元々メンバーは子どものみでしたが、
結成して 10 年目ごろに交流館より太鼓講座を持ちかけてもらい、それをきっかけに
地域の方々も加わり、活動を継続してきています。
どんな時にやりがいを感じますか？

施設で演奏すると最後は、観ていただいたお礼を述べながら握手を
して別れるのですが、「また来てね」と声をかけられるとうれしいですね。
わたしたちが励まされ、エネルギーをいただいてます。ですから、訪問
演奏は、わたしたちのエネルギー源です。
どんなメンバーを募集していますか？

現在、老若男女 31 名で活動しています。活動に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）

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】梅雨の時期に多く見られる“かた
つむり”。長い触角と短い触角を持ちます
が、短い触角は何の役割をしているでしょ
うか？

①視覚

②嗅覚

52

〒471-0877

豊田市錦町 1-1-1

③味覚

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８月号」にて発表します。

☆クイズの正解は

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

６月末日締切（当日消印有効）

【４月号の正解】３（茎）

「ぼらんてぃあだより８月号」にて発表します。

普段私たちが食べているアスパラガスは、土から顔を出した若い茎の部分です。
より良いものの選び方は、茎が太めでまっすぐと伸びて張りがあり、みずみず
しいもので、穂先がほどよく締まったものが良質とのことです。

「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６月号

ボランティア作業・わくわくステージ等のお知らせ
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

毎月下旬（曜日不定）

午前 10 時～正午

午前 10 時～正午

★６月１日（木）

★６月 21 日（水）

★７月６日（木）、25 日（火）

★７月 18 日（火）

★８月３日（木）

※７月は２回実施します！

わくわくステージ

★８月 23 日（水）

豊田市福祉センター１階ロビーにて行っています！

（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
★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）」さんによる『口笛演奏』と『セラピードック』
★８月３日（木） 「優花」さんによる『J-POP 中心のギター・キーボードの弾き語り』

芸能ボランティアさんを紹介・募集しています！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、お祭りやレクリエーションの時間に芸能発表を
していただけるボランティアと、芸能発表をしてほしい施設・団体とのコーディネートを行っています。
芸能ボランティアに来てほしい方、芸能発表をしたい方は、社協ボランティアセンターまでご連絡く
ださい。
社協登録芸能ボランティアの主な活動
■グ ル ー プ

楽器演奏（オカリナ・大正琴・ギター・ハーモニカ・和太鼓 など）
踊り（日舞・洋舞・懐メロの舞踊・民謡・フラダンス など）
その他（腹話術・皿廻し・チンドン・バルーンアート・人形劇・手品・紙芝居 など）

■個

人

尺八・オカリナ・ヴァイオリン・手品・腹話術 など

□■

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

