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豊田市社会福祉協議会
ボランティアセンター紹介！
ボランティアセンターとは？
ボランティアセンターの役割は、
①ボランティアをしてほしい人や施設・団体と、
ボランティアをつなぐコーディネートの役割
②ボランティア活動の啓発活動や情報の提供をする役割
③必要とされるボランティアを養成する役割
④ボランティアを行っている人同士の情報交換の場を提供する役割
等があります。
ボランティアセンターって何をしているの？
ボランティアセンターでは、

＊今月の花＊
ディモルホセカ
（元気・誠実・豊富）

元気いっぱい
ボランティ
ア！！

ぼらんて君

①ボランティア相談
②ボランティア個人・グループの登録
③ボランティア保険の加入手続きの代行
④登録ボランティアグループへの活動費等の助成
⑤情報紙「ぼらんてぃあだより」の発行
⑥メールによるボランティア情報の発信（ボラメ情報）
⑦ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」へ情報掲載
→（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
⑧「Facebook」「Twitter」へ情報掲載
→
（https://www.facebook.com/ToyotaShakyoVolunteerCenter）
（https://mobile.twitter.com/toyotashakyo_vc）
⑨ボランティア情報交換会の開催
⑩ボランティア体験隊の開催
⑪収集・整理・寄贈事業の実施（使用済み切手・ベルマーク等）
をしています。

◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページ参照）

ボランティア活動保険の更新の手続きはお済みですか？
平成 29 年度のボランティア活動保険は、平成 30 年３月 31 日で補償期間が終了となります。
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、安心してボランティア活動をしていただくために、
ボランティア活動保険の加入をお勧めしています。詳細については、社協ボランティアセンターまでお
問合せください。なお、ボランティア活動保険の加入には、ボランティア登録が必要です。
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページ参照）
（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 30 年度 ぼらんてぃあだより４月号

とよた市民福祉大学（第３期）募集しています！
市民の方が福祉について一歩踏み込んで学べる場を提供し、地域福祉活動の牽引力としてお住まいの地
域で活動していただくことを目的に、「とよた市民福祉大学」を開講し、福祉入門コース・家庭介護コースの２コ
ースを募集しています。 ※詳細はぼらんてぃあだより３月号・社協ホームページ「ぼらんてぃあ広場」等をご参照ください。
【募集期間】
◆福祉入門コース：平成 30 年４月４日(水)から４月 26 日(木)まで
◆家庭介護コース：平成 30 年４月 18 日(水)から５月 10 日(木)まで
※申込書は、福祉センター・社協支所・行政支所・交流館等のパンフレットスタンド等に設置しています。
オープンキャンパスを開催します！〈予約不要・出入りは自由です〉

日 時 ： ３月 24 日（土） 午前 10 時～午後４時
ところ ： 豊田市福祉センター ４階 44～46 会議室
内 容 ： ①障がい福祉について ②高齢者福祉について ③健康講座
◎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）

「ボランティア川柳」募集しています！
豊田市社会福祉協議会では、ボランティアにまつわる何気ない出来事を五・七・五で伝える「ボラ
ンティア川柳」を募集します。応募者全員にボランティアセンターより賞状を、さらには入選作品の第
１～３位の方には図書券を贈呈！！たくさんのご応募をお待ちしています！
※詳細はぼらんてぃあだより３月号・社協ホームページ「ぼらんてぃあ広場」等をご参照ください。

応募方法

はがきに【①氏名②ペンネーム③住所④電話番号⑤年齢⑥性別⑦ボランティア川柳】
をご記入の上、ご応募ください。宛先は、ボランティアセンターまで。

応募期間 平成 30 年５月 18 日（金）まで（当日消印有効）
◎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ページ参照）
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「健康と福祉の相談窓口」が猿投支所にも設置されます！
豊田市社会福祉協議会は、平成 27 年度より『豊田市地域福祉活動計画』を推進し、その中で掲げた『身近
な地区への（仮称）地域福祉コーディネーターの設置検討』を行ってきました。
そして平成 29 年７月、地域により身近な「福祉全般の相談窓口」を設けていくことを目指し、高岡コミュニティ
センターに「健康と福祉の相談窓口」を設置しました。
平成 30 年度には、猿投コミュニティセンターに相談窓口の設置を予定しております。
ボランティア相談、登録、保険加入にもぜひお越しください。
詳細が決まりましたら、改めてご連絡いたします！
■時

期

お気軽にご相談
ください！

平成 30 年 夏頃より設置予定

■と こ ろ

猿投コミュニティセンター内 （豊田市四郷町東畑７０－１）

■相談日時

毎週月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分

◎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）
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 30 年度 ぼらんてぃあだより４月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『うたとおはなしとコグニサイズの四つ葉のクローバー』の
代表・吉田さんとメンバー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。

「四つ葉のクローバー」は、女性９名で活動をしています。高齢者の方々を対象に、朗読、語り、歌、脳トレ体
操（コグニサイズ）などを行い、楽しんでいただいております。基本の活動日は、第２月曜日と第４金曜日です
（ただし、変更あり）。つつみ園デイサービスセンターでの活動（毎月第２月曜日）では、回を重ねるごとに「きず
な」が深まり、心温まる活動になっております。うた、昔話などの内容は聞いてくださる方が若かりし昔を思い
出してくださるよう考慮し、会話をするいわゆる回想法による認知症予防を目指しています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

代表の吉田さんが、「高齢者の健康維持のための何かを！」と思い立ち、それぞれ
に読み聞かせの活動を行っている方々（今のメンバー）に声かけをして、思いに賛同
した方々によって結成されました。今年の１月で活動を始めて３年になります。今は
活動場所を広げるために、福祉施設等にＰＲを行っています。
どんな時にやりがいを感じますか？

３年前からつつみ園デイサービスで活動していますが、「楽しかったよ。また
来てね。」と毎回、見せてくださる笑顔に励まされ、活動することの喜びを感じて
います。
どんなメンバーを募集していますか？

メンバーは随時募集しています。興味がある方はぜひお声がけください！
◎問合せ

四つ葉のクローバー 代表 吉田

電話：（0565）52-0652

【シルエットクイズ】
シルエットを見てどこの都道府県か答えよう！！

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

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより６月号」にて発表します。

☆石川県☆

【２月号の正解】
・いしかわ
・しまね

☆島根県☆

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

４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 30 年度 ぼらんてぃあだより４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

★４月５日（木）

★４月 19 日（木）

★５月はお休み

★５月 18 日（金）

★６月７日（木）

★６月 22 日（金）

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
★４月５日（木） 「マンドリンアンサンブルけやき」さんによる『マンドリン合奏』
★５月はお休み
★６月７日（木） 「喜楽会（豊田グループ）」さんによる『落語』

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
賛同者全員集合
■と

き ４月 28 日（土） 午前 10 時～正午

■と こ ろ 豊田市福祉センター ３階 交流コーナー （豊田市錦町 1-1-1）
■内 容 ①グループ活動紹介（発表方法は自由です）

②全体交流＆フリートーキング

※①グループ活動紹介を希望される方は事前の申込みが必要です。
※②全体交流＆フリートーキングでは、ボードや机等での活動紹介コーナーを
設けます。ぜひ、ご参加ください。
■参加費 100 円（お菓子代）

■定 員 50 人

■問合せ 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内）
〒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

