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豊田市災害ボランティアコーディネーター
養成講座を開催します！
豊田市が被災し、豊田市災害ボランティアセンターが立ち上がった
際のコーディネートを担える人材を養成することを目的に、豊田市災
害ボランティアコーディネーター養成講座を開催します。
先着順ですので、お早めに申込みください！
「災害ボランティアコーディネーター」とは、被災地（者）の気持ちに寄り
添い、被災者のニーズ（必要としていること）に応えるとともに、ボラン
ティア活動を希望する人が、安全に安心して活動できるように調整す
る役割を担う人です。
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（感謝の気持ち・感謝の心）
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養
成
講
座

フ
ォ
研ロ
ー
修ア
ッ
プ

時

・

内

容

講
義

９月８日（土） 午後１時 30 分～午後４時 30 分
災害ボランティアセンターとは？

実
技

９月 30 日（日） 午前９時～午後４時
災害ボランティアセンター運営訓練

実
技

10 月 27 日（土） 午前９時 30 分～午後４時

実
技

11 月 10 日（土） 午前９時 30 分～午後４時
ニーズ受付訓練

災害ボランティアコーディネーター模擬訓練

■と こ ろ

豊田市福祉センター（豊田市錦町１-1-1）

■対象者

高校生以上で、４日間（養成講座及びフォローアップ研修）と
も受講でき、災害時にコーディネーターとして活動できる方

■定

先着 20 名

員

ってボランテ

■参加費

無料（交通費および昼食代などは自己負担）

ィア！！

■申込み

平成 30 年８月７日（火）～８月 28 日（火）
※定員になり次第締め切ります。

■主

豊田市社会福祉協議会

ぼらんて君
昨年度の講座の様子

催

■共

催

豊田市

◎問合せ・申込み
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課（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８月号

「元気シニア応援団体に対する助成活動」が募集中です！
（一社）生命保険協会では、高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の
活動を行っているボランティア団体等に活動に必要な資金を助成する活動を行っています。
■対象の活動

構成員だけでなく、地域の高齢者を対象とした健康管理・増進、自立支援、生きが
いづくり等の活動（従来からの継続活動でも新規活動でも構いません）

■助 成 金 額

１団体あたり上限額 12 万円（助成総額最大 500 万円）

■申込み方法

生命保険協会のホームページから申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事
項をご記入の上、事務局宛に提出してください。

■申込み期限

平成 30 年８月 17 日（金）まで 【当日消印有効】

◎問合せ・申込み

生命保険協会 広報部内「元気シニア応援活動」事務局
（〒100-0005 東京都千代田区丸の内３-４-１ 新国際ビル３階）
電話：03-3286-2643 FAX：03-3286-2730

※詳細はホームページ（http://www.seiho.or.jp/）をご覧ください。

「健康と福祉の相談窓口」猿投コミュニティセンターに設置！
豊田市社会福祉協議会は、平成 25・26 年の２ヵ年をかけ「第１次豊田市地域福祉活動計画』を策定しました。
この計画にある「基本目標３ 助け合いのできる地域をつくる」における『重点取組５ 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』にて、平成 29 年７月に高岡コミュニティセンター内に「健康と福祉の
相談窓口」が設置され、社協職員（地域福祉コーディネーター）２名を配置しました。
高岡に続き、８月６日（月）から、猿投コミュニティセンター内に「健康と福祉の相談窓口」が設置されますの
で、社協職員（地域福祉コーディネーター）２名を配置し、地域福祉の推進をより一層していきます。
どんな時に利用すれば良いの？

「高齢者」「子ども」「障がい者」等のそれぞれの相談窓口はありますが、『どこに相談すれ
ば良いのか分からない…』ということがありましたら、お気軽にご相談ください。また、「ボラ
ンティアをやってみたい、依頼したい」等のボランティア相談にもお越しください。
「地域福祉コーディネーター」って？

大きくは、２つの役割があります。１つ目は、世帯が抱える複合課題を必要な支援へつなげるコーディネート
（個別支援）と、２つ目は支え合いの地域づくりを推進すること（地域支援）です。
猿投台・井郷・猿投・保見・石野

対 象 地 区

５地区

開設について
■時

期

社協職員としては、
わたしたちが担当します！

８月６日（月）

■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 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

稲見

水野

平成 30 年度 ぼらんてぃあだより８月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『上郷ゆうゆうクラブ』の佐藤さん、谷沢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。

「上郷ゆうゆうクラブ」は、子どもから高齢者までの男女 28 人で活動しています。活動日は、第２火
曜日に準備をし、第４火曜日を活動本番としています。活動内容は平成３年からふれあいを目的とし
た多世代交流をしており、27 年間活動しています。参加者全員が楽しむことができる余興、懐かしい
歌声、見て楽しいものを企画するなど、準備段階からわいわいと賑やかに活動しています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

地域の民生委員から、高齢者支援ができる人を探していると聞き、
多くの方が参加されていました！

当時調理クラブとして活動していた私たちにも何かできるのではない
かと思い、活動し始めました。

どんな時にやりがいを感じますか？

精一杯企画した余興などに、参加者の方から「楽しかったよ」
「ありがとう」と言っていただけると、「来月も頑張ろう！」とやりが
いを感じます。
一言メッセージをお願いします。

地域の高齢者等と交流し、地域に笑顔の花を咲かせませんか？
特に、交流館まで参加者を送迎していただける方を大募集中です！
◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）

【問題】
上下左右にある
漢字と組み合わせて
二字熟語を
4 つ作れる漢字を
考えよう。
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより 10 月号」にて発表します。

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

８月末日締切（当日消印有効）

【６月号の正解】

青空

「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８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

毎月下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★８月２日（木）

★８月 23 日（木）

★９月６日（木）

★９月 18 日（火）

★10 月４日（木）

★10 月 18 日（木）

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
★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』
★10 月４日（木） 「ヴィオリラ＆フルートアンサンブルＴ」さんによる『ヴィオリラ＆フルート演奏』

「要約筆記」入門講座 参加者募集します！
ボランティアグループ「要約筆記サークル ダンボ」が主催し、要約筆記の入門講座を開催します。ご興
味のある方は、ぜひご参加ください！
※「要約筆記」とは、健聴者が聞いた音を聴覚障がい者に日本語で書いて伝えることです。
■ と

き

平成 30 年 10 月４日（木）～11 月１日（木） 毎週木曜日 全５回

■ ところ

豊田市福祉センター ３階 35 会議室 （豊田市錦町１-１-１）

■ 定

10 名

員

■受 講 料

午前 10 時～正午

無料 （教材費で 300 円必要）

■ 対象者

豊田市在住・在学・在勤で、要約筆記に興味、関心がある方

■ 申込み

９月 19 日（水）までに下記問合せ先に電話にてお申込みください。

◎申込み・問 合 せ

豊田市身障協会

□■

電話：0565-31-2941

月曜日休み

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

