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平成 30 年度

ボランティア登録・保険について
平成 30 年度（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日）のボランティア
登録、ボランティア活動保険の申込み受付を平成 30 年３月１日（木）から豊
田市社会福祉協議会１階の受付窓口にて開始します。
ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中にボランティ
ア自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を
壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償するものです。
ボランティアをしている方、これからボランティアを始めたい方、ぜひボラ
ンティア登録・保険をご検討ください。
※保険加入には、ボランティア登録が必要です。
■登録のメリット（下記は一例です）
・ボランティア活動保険への加入ができます。
・ボランティア活動に関する情報を受けることができます。
・交流コーナーのコピー機、印刷機などを利用することができます。

＊今月の花＊
オオイヌノフグリ
（信頼、神聖、清らか）

信頼し合っ
てボランテ
ィア！！

ぼらんて君

■補償期間
平成 30 年４月１日午前０時から平成 31 年３月 31 日午後 12 時まで
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償されます。

■保険加入に必要なもの
・豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録用紙
・ボランティア活動保険 加入申込書
・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑）
・保険料
・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名
（加入者名・加入プランが記載されている名簿の添付でも可）
■注意点
・ボランティア登録、ボランティア保険は年度ごとの更新が必要です。
・ボランティア登録をしていない方はボランティア保険に加入できません。
・補償期間の中途で加入する場合も同様の保険料となります。
・中途脱退による保険料の払戻はありません。
■その他
・補償金額、補償内容などの詳細については、パンフレット等でご確認を
お願いします。
・平成 29 年度にボランティア登録・保険の手続きをされた皆様には、申込
み書類を２月下旬頃に送付させていただく予定です。
・平成 29 年度の保険の補償期間は平成 30 年３月 31 日で終了します。

↑HP「とよたぼらんてぃあ広場」
から様式のダウンロード可

◎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)
（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２月号

豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカ
ーの貸出を行っています。
ボランティア活動に必要な事務用品等の保管場所としてロッカーをご利用いただけます。
■設 置 数

20 個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm）

■利用対象

概ね月１回以上豊田市福祉センターを利用している
「豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体」

■利用期間

平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日の１年間
※利用状況に空きがある場合は、年度途中からの利用も可能です。

■利用個数

１団体につき１ロッカーを原則とします。
※利用希望団体が 20 を超えた場合は、公開抽選で決定します。

■利 用 料

無料（グループで責任を持って利用・管理していただきます。）

■ル ー ル

①ロッカーを利用するためには申請書の提出、豊田市社会福祉協議会の許可が必要です。
②物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に限ります。

■申 込 み

平成 30 年２月 16 日（金）午後５時までに申請書を提出してください。

■そ の 他

申請書をご希望の方は下記連絡先までご連絡ください。

※平成 29 年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、案内を送付させていただきます。
◎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）

ボランティア情報交換会「傾聴ボランティア」開催します！
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、「傾聴ボランティア」に特化した情報交換会を行います。現在活動中の傾聴ボランティアの
方や受入れ先の施設職員の方等に経験談を語っていただきます。
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！
■と

き

３月 24 日（土）午後２時～午後４時

■と こ ろ

豊田市福祉センター ４階 42･43 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事例報告
『傾聴』とは、耳を傾け、
相手の心に寄り添って話
・情報交換（クロスロード）

容

※申込み不要・参加費無料

◎問合せ

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（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２月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『ボランティア人形劇団

ころりん座』の代表・打田さんと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。

人形劇を子育てサークルや小学校、こども園、高齢者施設等で公演しています。基本は、毎週水曜日の活
動ですが、依頼があればメンバーの予定に合わせて他の曜日で活動することもあります。公演するとき以外
は、若林交流館で練習を行ったり、人形や道具等も自分達の手づくりで作成しています。
メンバー11 人で活動し、それぞれ役割分担をして楽しく活動しています。さらに、10 年前から「ころりん祭り」
も開催し、夏休み最後の水曜日に親子で参加できるイベントを若林交流館と共催で企画しています。昨年は
約 360 人の方々が来場し、大いに盛り上がった１日になりました。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

交流館講座で人形劇をプロの「人形劇 むすび座」さんより学び、講座後に自主グ
ループとして「ボランティア人形劇 ころりん座」を立ち上げました。昨年、30 周年を迎
えました。
どんな時にやりがいを感じますか？

人形劇を通じて何かを感じとってくれることがうれしいです。子どもたちは、劇
の中に入り込んで夢中になって観てくれます。劇の内容によっては、小学生か
ら「将来、役に立つ人になりたい」という感想も言ってもらえ、こちらも「子どもの
心に残るものをさらにやりたい！」とパワーをいただいています。
どんなメンバーを募集していますか？

私たちの活動に興味のある方は、ぜひ一度覗いてみませんか♪
◎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）

【脳トレ問題】
～ふたつの都道府県名をみつけよう！！～

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

一度使った文字
は使わず、全部
のひらがなを使
ってね！
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより４月号」にて発表します。

【12 月号の正解】

7 時 28 分

〒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

２月末日締切（当日消印有効）

「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２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

★２月１日（木）

★２月 17 日（土）

★３月１日（木）

★３月 20 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
★２月１日（木） 「マジック ゼロ」さんによる『マジック』
★３月はお休み
社協ボランティアセンターでは、平成 30 年度の豊田市福祉センター１階ロビーにて開
催される「わくわくステージ」に出演してくださる方およびボランティアグループを
募集しています。自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？！
※詳細については、社協ボランティアセンター(31-1294)までお問い合わせください。

豊田市民の誓い 制定 40 周年記念シンポジウム
■日
■内

時
容

メイン
分科会

■申込み

平成 30 年３月４日（日）午後１時～午後４時 10 分
■場 所 豊田産業文化センター
オープニングスピーチ…澁澤 寿一 氏（NPO 法人 共存の森ネットワーク）
１
２
３
４
５

世代、ひと、まち、つながりを実感できる暮らし方とは 未来につなぐ、あたりまえの暮らし
豊田版子ども食堂 元年 地域の知恵が未来を育む
全盲の歌姫とトーク＆トーク 今の自分を明日につなぐ力
「市民の誓い」ってナニ？「知る」から始める citizenship 市民の誓いでつながる 70 ヶ国
わたしも何かできるかも！ これからの交流館を使いこなそう

詳しくは、
Facebook 等で
ご確認くださ
い！

メイン分科会の申込みは、２月１日（木）から下記へ電話、ＦＡＸ、Ｅメールにて申込みください。

◎問合せ・申込み

豊田市民の誓い推進協議会事務局 電話：34-6629 ＦＡＸ：35-4745
E-mail：chiikishien@city.toyota.aichi.jp
http://www.facebook.com/toyotashimin.chikai

□■

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

