平成 30 年度 ぼらんてぃあだより７月号

７月号

No362

「お助け隊」活動
市内でも進んでいます！
みなさんは、「お助け隊」という言葉を聞いたことがありますか。住みなれ
た地域でいつまでも安心して暮らし続けることができるよう、普段の暮らし
の中のちょっとした困りごとを住民同士で助け合う活動のことです。
豊田市内でも、複数の「お助け隊」活動が行われています。今回は、ボラ
ンティアセンターにも登録いただいている２団体を紹介します！
高橋おせんしょの会（高橋地区）
高橋・美里地区にて高齢者や障がい者への作業奉仕と困りごとの相談
支援を行っています。一例として、庭の草刈り、電球・蛍光灯等の交換、換
気扇の清掃等を依頼者にワンコイン（500 円）の負担をしていただき、実施
しています。
平成 20 年に発足し、今年で 10 年を迎え、39 名のメンバーで活躍してい
ます。依頼を受け、作業するだけでなく、依頼者の方にやり方等を伝えなが
ら今後自身でできる（自立していただく）ように技術指導役も担い、地域に貢
献しています。
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清水団地お助け隊（竜神地区）
ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯、身体の不自由な方の世帯
からの依頼や民生委員等からの情報を受け、清水団地お助け隊メンバー
が垣根や植木の剪定、庭の花壇の整備を行ったり、電球交換や網戸の張
替え等を行っています。また、地域の通学路を整備し、子どもたちが安全に
登校できる環境づくりもしています。
工賃などは掛かりませんが、実費は依頼者に負担をお願いしています。
依頼者からのお茶や茶菓子等の好意はいただき、その際のコミュニケーシ
ョンも大事にして活動をしています。平成 25 年に発足し、６年目を迎え、現
在 21 名のメンバーで地域の中で活躍中です。

（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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ボランティア川柳 入選作品発表！！
平成 29 年度３月号にて募集していました「ボランティア川柳」の結果を発表しま
す。ご応募いただいた 18 作品から１～３位の入選作品は、こちらです！

人助け まわりまわって 我が助け （さくら様・女性・40 代・益富地区）
ひとのため やればやるほど わしの得 （みずき かねと様・男性・60 代・益富地区）
さしのべる 笑顔のもとを 広げよう （Ｙ・Ｋ様・女性・70 代・竜神地区）
こちらの３作品が選ばれました。今後は、こちらを含め全 18 作品を「ぼらんてぃあだより」に掲載す
る等、ボランティア啓発に活用させていただきます。たくさんのご応募ありがとうございました！
◎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）

小原福祉ビレッジ主催「夏まつり」のボランティア募集！
７月 14 日（土）に小原福祉ビレッジ運動場にて夏まつりを開催します。
そこで、お祭りを一緒に盛り上げてくださるボランティアを募集しています！
■ 内

容

■ 日 時
■ 服 装
■ その他

■ 申込み
■ 問合せ

①模擬店のお手伝い ②利用者の付き添い
７月 14 日（土）午後４時～午後７時 30 分
動きやすい服装（模擬店のお手伝いの方はエプロン、バンダナを持参してください）
お車でお越しの方は駐車場をご利用ください。
ボランティアの方には主催者から模擬店で利用できる券をお渡しします。
小雨決行。ただし、当日午後３時の時点で、暴風・大雨・洪水いずれかの警報が発令
されている場合は中止。
下記問合せ先に、お電話でお申込みください。
豊田市社会福祉協議会 小原支所 電話：(0565)65-3350 FAX：(0565)65-3705

（公財）車両競技公益資金記念財団
「高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成」
（公財）車両競技公益資金記念財団では、国内において実施される高齢者、心身障がい児・者に対
するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用の助成を行っています。
■ 提出期限 平成 30 年７月 13 日（金） 【必着】
■ 提出書類 ①実施計画申請書（社協ボランティアセンターにてお渡しします。）
②会則 ③会員名簿 ④今年度事業計画・予算書 ⑤前年度事業報告・決算書
⑥購入器材の見積書 ⑦希望する購入器材のパンフレット等
■ 申 込 み 社会福祉法人愛知県共同募金会（名古屋市東区白壁１-50）
※要項や申請書等は、社協ボランティアセンターで配布します。一度お問合せください。
◎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）
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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社協登録ボランティアグループを紹介します！
『豊田点友会』の代表・西川さんとメンバーのみな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。

豊田点友会は、豊田市福祉センターを活動拠点とし、毎週水・土曜日（土曜日は不定期）の午前９時
から午後４時に定期活動をしています。視障協や身障協会などの団体からの依頼の点字点訳、個人や事
業所等から依頼されたチラシ・パンフレットの点字点訳、時刻表や地図、カレンダー等の点字点訳を行
っています。また視障協や身障協会の行事の手伝いや支援も行っており、毎年５月～11 月にかけて身
障協会主催の「点訳者養成講座」も手伝っています。例年４月頃から募集を行っていますので、点字に
関心のある方はぜひご参加ください！
活動を始めるきっかけについて教えてください。

40 年程前、豊田市役所から点訳依頼があり、当時点訳サークルで活動してい
た方が「豊田点友会」を発足しました。視覚障がい者をはじめ身体障がい者の
ためになるならばと考えてこれまで取組みを続けています。
昨年、40 周年を迎え、現在では 39 名のメンバーで活動を行っています。
どんな時にやりがいを感じますか？

点訳したものを校正を重ねてできあがったときや、依頼されたもの
ができ、依頼者へ届けた際に喜ばれたときにやりがいを感じます。
どんなメンバーを募集していますか？

点訳は根気のいる作業ですが、みんなで相談しながら和気あいあいと行っています。
関心のある方はぜひご参加ください！
◎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】
右にある時計は

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

何時何分？？
豊田市錦町 1-1-1

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより９月号」にて発表します。

【５月号の正解】
て づ か おさ む

手塚治虫

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

７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！
（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

※７月は２回行います！

午前 10 時～正午

毎月下旬（曜日不定）
午前 10 時～正午

★７月５日（木）、26 日（木）

★７月 17 日（火）

★８月２日（木）

★８月 23 日（木）

★９月６日（木）

★９月 18 日（火）

わくわくステージ

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
★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』
★９月６日（木） 「昭和ミニバンド」による『ギター演奏による昭和歌謡曲』

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
すぐに役立つ実践講座
■と

手話入門

き 第１回：９月５日（水）

第２回：９月 12 日（水）

第３回：９月 19 日（水）

いずれも午前 10 時～正午
■と こ ろ 豊田市福祉センター 34・35 会議室 （豊田市錦町 1-1-1）
■内 容 手話の基礎を学び、実践的にボランティア活動などで活かせることを目指します。
■対 象 豊田市在住・在勤で、全日程に受講可能な方
■参加費 500 円（全日程通して）

■定 員 30 人（先着）

■申込み ７月 26 日（木）午前９時から電話にて
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

