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No360

「地域発見隊 2018」
開催決定！
夏休みの定番として行ってきた「ボランティア体験隊」を、「地域発見隊」と名
称を変更しました。これまでの市内の施設やボランティア団体でのボランティア
体験に加え、地域にある施設や地域で活躍している団体の活動に参加するこ
とによって、より「自分の地域」について知る機会となる企画です。
様々な施設や団体、さらには地域の方々を知ることができます。先着順です
ので、お早めに申込みください！

＊今月の花＊
アマドコロ
（元気を出して）
（心の痛みが分かる人）

■体験日

平成 30 年７月 21 日（土）～８月 31 日（金）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等
ボランティアグループや市民活動グループの活動場所

■内

受入先の活動（メニューはパンフレットに記載）
【昨年の例】福祉施設利用者との交流、夏祭りの手伝い、
手話体験、こども園の園児とのふれあい 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）

■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 30 年６月８日（金）～22 日（金）午前９時～午後５時に
豊田市福祉センター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 ※地域によっては申込み期間が異なる
場合があります。お近くの豊田市社会福祉協議会窓口にお問合せください。
元気を出し
てボランテ
ィア！

ぼらんて君

※パンフレットは５月 22 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。
（HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧 URL：http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）

■事前説明会 ※下記のいずれか１回に参加必須
６月 30 日（土）午前 10 時～11 時 30 分、午後６時～７時 30 分
７月７日（土）午前 10 時～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）

お詫びと訂正
「ぼらんてぃあだより４月号」３
ページの掲載内容に一部誤りがご
ざいました。

【訂正内容】四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰ
代表 吉田氏の電話番号
【正】
（0565）52-0652
読者の皆様および関係者の皆様に
は多大なご迷惑をお掛け致しまし
たこと、深くお詫び申し上げます。

ボランティアセンターが移転しました！
４月より、ボランティアセンターの窓口が、豊田市福祉セ
ンターの２階に移転となりました。ボランティア登録やボラン
ティア保険の手続き、ボランティアに関する相談について
は、豊田市福祉センター２階にお越しください！
新しいボランティアセンター職員の紹介は、４ページをご覧ください。
（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５月号

ボランティア登録の更新の手続きはお済みですか？
平成 30 年度ボランティア登録の更新をされていないグループ・個人の方にお知らせです。
「ぼらんてぃあだより」を郵送またはメールでの受け取りを希望されているグループ・個人の方で、
平成 30 年５月末までに更新の手続きをしていただけない場合は、「ぼらんてぃあだより７月号」から送
付およびメール配信を停止させていただきますのでご了承ください。
※６月以降に手続きをした場合は、手続き月の翌々月から郵送およびメール配信を再開します。
平成 29 年度にグループおよび個人登録をしていただいた方には、ボランティア活動保険の申込み
書類と併せて２月 21 日（水）に発送いたしました。
なお、ボランティア登録用紙は、「とよたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
にて閲覧・ダウンロードができます。 ※ボランティア登録は費用がかかりません。保険加入は別途費用が必要です。
◎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）

「Ｔ－グランシア水源 2018 納涼祭」 ボランティア募集！
サービス付高齢者向け住宅 T-グランシア水源では、入居者の方々をはじめ、地域の方々との楽し
い交流の場として、「Ｔ－グランシア水源 2018 納涼祭」を開催いたします。
そこで、このお祭りを一緒に盛り上げていただけるボランティアを募集いたします。
■と

き

平成 30 年７月 22 日（日） 午前 10 時～午後３時

■と こ ろ

T－グランシア水源（豊田市水源町 5-3-1）

■募 集 内 容

物販部門、音楽・パフォーマンス部門、展示部門、体験ブース部門

■申込方法

電話にてお申込み後、申込書を送付させていただきます。

■そ の 他

申込み多数の場合、スペースや時間の関係上お断りさせていただく場合がございます。

◎問合せ・申込み ﾄﾖﾀすまいるﾗｲﾌ株式会社 ｼﾆｱﾗｲﾌ事業部 ｲﾍﾞﾝﾄ委員会 電話：0565-24-3160

ボラ連協後援“すぐ役立つ実践的「傾聴講座」”を開催します！
「傾聴」とは、耳を傾け、相手の心に寄り添って話を聴くことです。この機会に傾聴を学び、日常生
活やボランティア活動、家族や友人とのコミュニケーションに活かしてみませんか？
■と

き

平成 30 年７月６日、13 日、20 日 いずれも金曜日 午前 10 時～正午

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階 34・35 会議室（豊田市錦町 1-1-1）

■内

傾聴の基礎を学び、ロールプレイ（役割演技）などを行う 等

容

■対 象 者

豊田市在住・在勤で、全日程受講可能な方

■定

先着 30 名

員

「傾聴」とは、耳を傾け、
相手の心に寄り添って
話を聴くことです。

■参 加 費

500 円（全日程通して、参加費（資料代）は初回に徴収します）

■申 込 み

平成 30 年５月 24 日（木）午前９時から ※定員になり次第締め切ります。

◎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（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 30 年度 ぼらんてぃあだより５月号

教育介護ボランティアを募集します！
市内小中学校で実施されるキャンプ・自然教室・修学旅行等に参加する、介護が必要
な子どもの付き添い・介助等を行っていただけるボランティアを募集します。
日にち・活動等 ※９月～２月にも募集がありますので、詳細日程についてはお問合せください。
日

時

内

６月４日（月）～６月６日（水）

容

募集対象

【中学校宿泊学習】 活動補助、行動の見守り

男性 １名

【中学校修学旅行】 車いすの介助、活動補助

男性 １名 ・ 女性 １名

【中学校修学旅行】 活動補助、行動の見守り

女性 １名

【小学校学区探検】 活動補助、行動の見守り

男性 １名

【中学校修学旅行】 車いすの介助、活動補助

男性 １名 ・ 女性 １名

【中学校修学旅行】 活動補助、行動の見守り

男性 １名 ・ 性別希望なし １名

６月 14 日（木）～６月 16 日（土）

【小 学 校 キャンプ】 活動補助、行動の見守り

女性 １名

６月 14 日（木）

【小学校施設見学】 車いすの介助、活動の補助

男性 １名

６月 19 日（火）～６月 21 日（木）

【中学校修学旅行】 活動補助、行動の見守り

男性 １名 ・ 女性 １名

７月３日（火）～７月５日（木）

【小 学 校 キャンプ】 活動補助、行動の見守り

男性 １名

６月５日（火）～６月７日（木）
６月７日（木）
６月 12 日（火）～６月 14 日（木）

備

考

・個人的な利用以外は、自己負担費用はありません。ただし、自宅から
各学校までの交通費は、自己負担となります。
・必要な持ち物や服装等は、事前に各学校での打合せ時に連絡します。

問合せ・申込み

パルクとよた（豊田市青少年相談センター） 担当：山本雅世子
電話：（0565）32-6595 E-mail：palctoyota@city.toyota.aichi.jp

【人名当てクイズ】
右にある文字の全てを

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

使って著名人の名前を
完成させよう！！
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより７月号」にて発表します。

【３月号の正解】

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

５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５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

★５月はお休み

★５月 18 日（金）

★６月７日（木）

★６月 22 日（金）

★７月５日（木）

★７月 17 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
★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』
★７月５日（木） 「のの花」さんによる『ギター・ハーモニカ演奏』

ボランティアセンター 職員紹介！
都副
築主
朗幹

稲主
吉事
龍
太
郎

山主
際査
英

永課
井長
晴
彦

大係
地長
裕
介

□■

下主
平査
枝
里
奈

ぼらんてぃあだよりに関するお問合せ

畑臨
か時
お職
り員

新臨
實時
日職
奈員

■□

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２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)33-2346 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

朝臨
倉時
ま職
ゆ員
み

