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❀新年あけましておめでとうございます❀
昨年は豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター事業に
ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「社会人のための地域参加促進セミナー」

を開催します！
前号でもご紹介しましたが、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

＊今月の花＊
スイートピー
（ほのかな喜び、門出）

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

■定

員

先着 150 名（予定）

申込み
不要

■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
パネラー

長沢 恵美子 氏 （1％（ワンパーセント）クラブ 事務局次長）
坂元 貞仁 氏
（株式会社キョウエイ ファイン 代表取締役社長）
鈴木 辰吉
（一般社団法人おいでん・さんそん 代表理事）
コーディネーター
中田 繁美 （社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 事務局次長）
■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、
とよた市民活動センター、豊田市社会福祉協議会

ほのかな喜
びボランテ
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。

同時開催！

「WE LOVE とよたフェスタ」

自分たちのまち“とよた”に、愛着と誇りを持って
各種活動をしている方・団体・企業等がたくさんいらっしゃいます。我がま
ち‟とよた”の魅力を再発見し、もっと豊田市が好きになるイベントです。
◆と き 平成 30 年２月 25 日（日）10 時～16 時（予定）
◆ところ 同上
◆内 容 WE LOVE とよた活動展、社会貢献活動取組み企業の紹介、
「こどもの遊び場」、来場者参加型スポーツイベント、
地産地消を感じる飲食ブース …etc（企画中）
どなたでも参加ができて、ご家族みんなで楽しめるイベントになるよう
現在企画中ですので、お楽しみに！

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①
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豊田市でも“子ども食堂”の活動が広がってきています！
「子ども食堂」は、全国的に聞かれるようになり、注目が集まっている市民活動の一つ
です。そこで、今回は市内での２つの活動をご紹介します。
おかえり食堂
『みんなおいでよ！うめつぼファミリークラブ』ってご存知ですか？梅坪台地区内で『おかえり食堂』と題し
て、子ども食堂の取組みを行っている団体です。活動を始めて１年が経過して、回を重ねるごとに参加者が増
えています。毎回活気にあふれ、子どもからお年寄りまで楽しくご飯を食べながら、交流しています。
そんな『おかえり食堂』が 12 月７日（木）に京町区民会館で開催されました。も
ともと子どもの居場所づくり事業を実施している京町自治区。今回は子ども食堂
とのコラボ実施でした。学校から帰ってきた 20 名を超える地域の子どもたちが集
まり、ゲームや宿題をしたあと、お待ちかねの晩ご飯。メニューはカレーでした。
大人数で食卓を囲み、ご飯が足りなくなるほどみんなでおいしくいただきました！
区民会館の外にまで、カレーの香りと子どもの笑い声が聞こえ、子どもから大
人まで賑やかな時間が流れていました。

ゆるっと

ほっと・かふぇ

末野原地区で開催されている子ども食堂「ゆるっと ほっと・かふぇ」は、今年度から活動を始め、月１回、お
しゃべりや宿題をしてみたり、自由に過ごせる場所として末野原交流館で行っています。だんだん参加する子
どもが増えてきており、毎回、簡単な一品を作り、料理の得意な子は積極的に他の子に教えたり、絵の得意な
子は、自由にホワイトボードにイラストを描いてみたりと思い思いの時間を過ごしています。
ゆったりと過ごす子もいれば、宿題を持ってきて週明けのテスト勉強をする子もいま
す。ボランティアで大学生が参加し、分からないところは教えてもらったりと学習支援
も行っています。
「ゆるっと ほっと・かふぇ」のあたたかい雰囲気に“ゆるっと、ほっと”しに子どもが
集まり、たくさんの笑顔がありました。

「みんなの夢で、まちを飾ろうプロジェクト」における
ボランティアを募集します！
豊田市が主催で、世界ダウン症の日（３月 21 日）、世界自閉症啓発デー（４月２日）、発達障がい
啓発週間（４月２日～８日）に合わせ、障がいへの理解につなげるために、ダウン症・自閉症・発達障
がいのある人の夢を描いたガーランドを飾ります。障がいのある人の存在に気づき、少し立ち止まっ
て考えてもらうことが目的です。そのイベントに向けて、ご協力いただけるボランティアを募集します。
■と

き 平成 30 年２月８日（木）午後１時 30 分～午後３時

■と こ ろ とよた市民活動センター 活動室１
（豊田市若宮町 1-57-1 A 館 T-FACE９階）

みんなで
夢の旗を掲げよう！

◎問合せ
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294（日・月曜日、祝日休み）
■内
容 啓発用ガーランドの作成
※ガーランドとは、旗の飾りのことです。

■持ち物 （あれば）筆記用具、カッター、はさみ
■申込み 豊田市障がい福祉課 電話：34－6751 FAX：33－2940
② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
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「わくわくステージ」出演者募集中！
社協ボランティアセンターでは、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。
自分たちの活動を披露したい方、活動の幅を広げたい方は、社協ボランティアセンターまでご連絡
ください。※出演には社協ボランティアセンターへのボランティア登録が必要です。
■と

き

第１木曜日 正午～午後０時 30 分（５・１・３月を除く）

社交ダンス♪

■と こ ろ

豊田市福祉センター １階 ロビー（豊田市錦町 1-1-1）

■内

楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露 など

容

■出演者

社協ボランティアセンター登録者およびグループ
※初出演の方・グループを優先させていただきます。
※豊田市内を中心に活動している方・グループに限ります。

■参加者

豊田市福祉センター利用者、豊田市内福祉施設従事者・利用者 など
（どなたでも予約なしで自由に観覧できます。毎月 40 名程の方が来場されます。）

■その他

平成 29 年度のわくわくステージ開催中の様子を撮影した写真は、ホームページ「とよた
ぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧することができます。

三味線演奏♪

自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？まずは社協へご連絡ください！

◎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）

【脳トレ問題】
二つの漢字が重って
います。組み合わせて

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

熟語を作ろう！
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより３月号」にて発表します。

【11 月号の正解】

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

１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
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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

★１月はお休み

★１月 19 日（金）

★２月１日（木）

★２月 17 日（土）

★３月１日（木）

★３月下旬（未定）

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
★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』
★３月はお休み

どなたでも予約な
しで自由に観覧で
きます。一緒に楽
しみましょう♪

豊田市ボランティア連絡協議会 30 周年記念事業

ボラ連 賛同者全員集合
ボランティア連絡協議会 30 周年を迎えるにあたって、豊田市が舞台となった映画「星めぐりの町」でエ
グゼクティブプロデューサーだった「岩城レイ子」さんと、映画「星めぐりの町」を実現する会の会長「清水
雅人」さんに来ていただけることになりました。映画の魅力から裏話まで、ここでしか聞けない話をたくさ
んしてもらいたいと思っています。

参加費 100 円

■と き 平成 30 年２月２日（金） 午後２時～午後４時
お待ちしてます♪
■ところ 豊田市福祉センター 34・35 会議室
■内 容 映画「星めぐりの町」の裏話などの講話と意見交換・交流
◎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

