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11 月号 No354

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」
ボランティア情報交換会は、「ボランティアの方々への情報提供と情報
交換の場」として開催しています。
今回は、ボランティアと市内福祉施設職員との情報交換会を行います。
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。
ボランティアをしている方、ボランティア経験がなくてもボランティアに関
心をお持ちの方など、どなたでも申込みなしで参加できます。お気軽にご
参加ください！
■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

○豊田市社会福祉協議会からのお知らせ
○豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
○ボランティア情報交換会
★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

容

＊今月の花＊
キダチベゴニア
（親切・大志・丁寧）

■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）。
参加されたボランティアさんの声

・今まで、ご縁の無かった施設の方とお話させていただいたり、どのようなこと
を利用者さんが好まれるかなど聞かせていただき大変参考になりました。
親切な心を

参加された施設職員さんの声

持ってボラ

・大変有効的な会でした。今後連絡を取り合い、お願いしたいボランティアさん

ンティア！

が沢山ありました。

ぼらんて君
↓昨年度の様子↓
お知らせ
「ぼらんてぃあだより 10 月号」２
ページに掲載しました『笑劇派と学
ぼう みんなの権利＆クリスマスマ
ルシェ』の参加費が変更になりまし
た。

【変更内容】
（前）500 円 →（後）300 円

◎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 11 月号

地域ふれあいサロン
ネタ展・ネタ提供展を開催します！
Ｈ29

「地域ふれあいサロン」とは、自治区が主体となって、地域の皆さまにより運営されている
“生きがいづくり”“健康づくり”“ふれあいづくり”の場です。
皆さまが住み慣れた地域で、いつまでも健やかに、安心して暮らしていただけることを願い、
豊田市社会福祉協議会もお手伝いさせていただいております。
気軽に行える体操やゲームの体験、活動に役立つ資料の展示・配布をしますので、是非、ご
来場下さい。

見て、体験して、一緒に楽しむ機会としませんか。

日時 12 月９日（土）・10 日（日）
両日とも午前 10 時～午後３時
場所 豊田市福祉センター ４階 44～47 会議室
最近サロンの内容がマンネリ化してきている・・・
楽しくゲームをやりたいな・・・
折り紙や牛乳パックを使って、何か作ってみたいな・・・
身体のあちこちが痛い！ だけど
簡単なストレッチ体操や、座ったままで身体を動かしてみたい・・・

こんなサロンの方は是非ご参加ください！
午前の部
午後の部
◎問合せ

ストレッチ体操 10：30～11：00
ストレッチ体操 13：30～14：00

ゲーム 11：10～11：40
ゲーム 14：10～14：40

申し込み
不要

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）

住民のための地域福祉活動実践セミナーを開催します
昨年度に続き、第２回目となる“住民のための地域福祉活動セミナー”を開催します。
地域の課題を、地域で解決する豊田市の取り組みを紹介し、参加いただいた方が自分の地区での取り組み
を考える機会としていただくことを目的に行います。

「向こう三軒両隣り」

「顔の見える関係づくり」

「支え上手・支えられ上手」

日 時 : 平成 30 年１月 20 日（土）
午後１時～
場 所 : 豊田市福祉センター ホール
※詳細は、12 月頃に自治区回覧等にてお知らせします。
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 11 月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『おはなしポケット』の代表・永井さんをはじめメンバーの方々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。

第１・３木曜日に崇化館交流館の子育てサロンにて絵本の読み聞かせを行ったり、小学校や高齢者施設に
て読み聞かせボランティアを行っています。そのため、対象の方々は未就園児から高齢者の方々まで幅広い
です。また、絵本の読み聞かせといっても聞いてもらう人は受身ではありません。一緒に読んだり、内容に合
わせて身体を動かしたり、参加してもらうこともあります。高齢者施設では、歌を一緒にうたい、手遊びや、メン
バーの特技を活かしたマジックなども行います。月に１回の定例会で読む本や活動内容をメンバーで考えるの
も楽しい時間となっています。
メンバーのみなさん

活動を始めるきっかけについて教えてください。

以前より挙母小学校にて読み聞かせボランティアが活躍されていましたが、安
定して継続的に活動していきたいと当時の校長先生より相談があり、崇化館交流
館にも相談したところ、交流館講座として読み聞かせボランティア養成講座が行
われ、その講座のメンバーで「おはなしポケット」の活動が始まりました。
どんな時にやりがいを感じますか？

やはり「子ども達の笑顔」を見たときです。絵本を通して、様々な人と関わることがで
きます。そして、「おはなしポケット」のメンバーは同じ目的を持った人たちの集まりの
ため、月１回の定例会で、好きなことを話せる時間も楽しみになっています。
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！経験のない方でもぜひ気軽にお声かけください♪
◎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）

【脳トレクイズ】
全てのパーツを使って漢字 1 文字完成させてみよう！

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。
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

【９月号の正解】

②

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

11 月末日締切（当日消印有効）

赤松

☆クイズの正解は

松茸の生えるのは「赤松」です。幹が赤いのですぐにわかります。
「ぼらんてぃあだより１月号」にて発表します。

海岸の松林やお寺の参道で見られる、幹が太い松は「黒松」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！

お寺の庭園や境内の松葉の密度が高く、背丈も小ぶりなものが五葉松です。
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 11 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

毎月下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★11 月２日（木）

★11 月 24 日（金）

★12 月７日（木）

★12 月 13 日（水）

★１月はお休み

★１月 19 日（金）

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
★11 月２日（木） 「琴生流大正琴アンサンブル向日葵」さんによる『大正琴演奏』
★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

『傾聴ボランティア』って知っていますか？
「傾聴」は、話をただ“聞く”のではなく、より深く丁寧に相手に寄り添って話を“聴く”ことです。豊田市社会福祉
協議会ボランティアセンターにも多くの「傾聴ボランティア」の方々にご登録いただいています。「傾聴ボランティア」
は、ご家庭や施設などのご希望のところに伺い、話を聴きます。ご興味のある方は、ぜひお問合せください！
◆ 対

象 ： どなたでも

◆ 場

所 ： ご家庭や施設等のご希望のところに伺います。

◆ 費

用 ： 無料

まずは、お気軽に
お問合せください！

◆ その他 ： 社協ボランティアセンターが、間に入り調整します。
※「傾聴ボランティア」は、傾聴ボランティア養成講座を受講した方々です。守秘義務は守ります。

◎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（下記参照）

□■

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

