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「地域発見隊 2018」
申込み受付開始します！
「地域発見隊 2018」は、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！
■日

＊今月の花＊

程

■と こ ろ

豊田市内の福祉施設やこども園、
ボランティアグループ等の活動場所

■内

受入先の活動（メニューはパンフレットに記載）
【福祉施設】利用者との交流、夏祭りの手伝い など
【ボランティア団体】手話体験、点字体験、要約筆記体験 など
【こども園】園児とのふれあい、園内清掃、ペンキ塗り 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

タイム
（活動的、活発、勇気）

平成 30 年７月 21 日（土）～８月 31 日（金）の内、
申込みをした日

■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
活動的に
ボランティ
ア！！

ぼらんて君
昨年度の様子
はこちら☆

豊田市社会福祉協議会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
※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。
また、パンフレットは HP｢とよたぼらんてぃあ広場｣にて閲覧・ダウンロードすることが
できます。（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）

（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６月号

ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会 公式ボランティア

「ＴＥＡＭ ＮＯ－ＳＩＤＥ（チーム ノーサイド）」募集！
世界最高峰のラグビーの祭典「ラグビーワールドカップ」が、ついに日本にやってきます。ラグビーワ
ールドカップ 2019ＴＭ日本大会公式ボランティアプログラム「NO－SIDE」は、より多くの方にこの世界的ス
ポーツイベントの仲間となっていただき、日本の顔・開催都市の顔として、世界中の方々をお迎えしてい
ただくボランティアのためのプログラム名称です。大会のシンボル的存在に、あなたもなりませんか？
■ 開催期間 平成 31 年９月 20 日（金）～11 月２日（土）
（豊田スタジアムでの試合日程は、９月 23 日、９月 28 日、10 月５日、10 月 12 日）
■ 活動内容 ①観客サービスサポート ②ファンゾーン運営サポート ③現地案内サポート

■ 募集期間
■ 募集予定人数
■ 応募方法
■ 選考方法
■ 活動日数・時間

④アクレディサポート ⑤輸送サポート ⑥ワークフォースサポート
※ご参加いただく活動内容は、大会運営者によって決定されます。
平成 30 年４月 23 日（月）～７月 18 日（水）
全国 12 開催都市で約 10,000 人以上（豊田の場合は、約 700 人～1,000 人）
パソコンまたはスマートフォンをご利用の上、ラグビーワールドカップ 2019ＴＭ公式ホーム
ページからご応募ください。（URL：https://www.rugbyworldcup.com/volunteers）
募集期間中にご応募いただいた方を対象に、各開催都市でインタビュー（面接）が実施
されます。（応募状況により、インタビュー前に抽選を行う可能性があります。）
開催都市ごとの最低活動日数以上ご参加いただきます。（豊田市では、４日間。）
また、１日あたり最長で８時間程度の活動を想定しています。

＊詳しい募集要項は上記 URL にてホームページをご確認ください。
◎問合せ 支援委員会事務局（豊田市役所経営戦略部ラグビーワールドカップ 2019 推進課内）
電話：（0565）34-6786 FAX：（0565）34-6681 メール：rwc2019@city.toyota.aichi.jp

「福祉就職フェア in とよた」を開催！
就職活動中の方、パート勤務をお考えの方、転職をお考えの方などに向けて、就
職フェアを開催します。介護士、看護師、理学・作業療法士などの募集はもちろん、
資格がない方でもお仕事に就けるよう、多くの事業所が出展し、あなたのご参加を
お待ちしています。
また、認知症を体感することができる「バーチャルリアリティ（VR）認知症体験」や
お子さんでも参加ができる高齢者体験をしながら行う「うまい棒つかみ取り」などの
企画も準備しています。
■ 開催日時

平成 30 年７月８日（日）10：00～16：00 （入退場自由）

■ 会

場

松坂屋豊田店 ８階 催事場

■ 内

容

30 以上の事業所が出展していますので、自由に就職に関する相談ができます。

■ そ の 他

予約不要、服装自由、学生・家族連れ大歓迎！

体験型イベントが盛り沢山です！
①VR 認知症体験 ②障がい者・高齢者体験 ③就労支援事業所によるカフェ ④うまい棒つかみ取り

◎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）

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６月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『アド清流愛護会』の代表・加納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。

「アド清流愛護会」は、男性 24 名で活動しています。“矢作川からゴミを無くして、清流をとりもどそう”を合言
葉に水辺環境の整備・保全活動を第２・４日曜日に行っています。矢作川の周りをきれいにする団体は複数あ
りますが、私たちが担当しているのは平成記念橋から籠川合流点の右岸です。
矢作川のようにまちの中心に川が流れているのは大変めずらしく、そんな環境を守ろうと行っております。
「川に子どもの姿と声を求めて」が最大の目標で、きれいになった河川にたくさんの人が集まり、にぎわってほ
しいと思っています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

25 年前に「地域のために何かできることを」と思い立ち、豊田市の真
ん中に流れている生活にかかせない矢作川の水辺空間の創出や保全
を目的に始めました。月２回の活動の他に年に１回、メンバーみんなで
行く研修旅行も定番の楽しみとなっています。
どんな時にやりがいを感じますか？

きれいになった水辺公園や河川に多くの子ども連れの家族や若者たち
が川遊びに来ているところを見たときに、日頃の活動を行っていて良かっ
たと感じます。
どんなメンバーを募集していますか？

ご興味がある方はぜひお声がけください！
◎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）

【脳トレ問題】
２つの漢字を見つけて
熟語を完成させよう！

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより８月号」にて発表します。

【４月号の正解】

東京都

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

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

６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６月号

ボランティア作業・わくわくステージ等のお知らせ
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

毎月下旬（曜日不定）

午前 10 時～正午

午前 10 時～正午

★６月７日（木）

★６月 22 日（金）

★７月５日（木）、26 日（木）

★７月 17 日（火）

★８月２日（木）

※７月は２回実施します！

わくわくステージ

★８月 23 日（木）

豊田市福祉センター１階ロビーにて行っています！

（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
★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』
★８月２日（木） 「けんだまほ」さん（個人ボランティア）による『大道芸』

芸能ボランティアさんを紹介・募集しています！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、お祭りやレクリエーションの時間に芸能発表を
していただけるボランティアと、芸能発表をしてほしい施設・団体とのコーディネートを行っています。
芸能ボランティアに来てほしい方、芸能発表をしたい方は、社協ボランティアセンターまでご連絡く
ださい。
社協登録芸能ボランティアの主な活動
■グループ 楽器演奏（オカリナ・大正琴・ギター・ハーモニカ・和太鼓 など）
踊り（日舞・洋舞・懐メロの舞踊・民謡・フラダンス など）
その他（腹話術・皿廻し・チンドン・バルーンアート・人形劇・手品・紙芝居 など）
■個

人

尺八・オカリナ・ヴァイオリン・手品・腹話術 など
□■

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

