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「地域福祉活動計画策定委員会・
地域福祉活動推進委員会」開催
「第１次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画（平成 27 年～31 年）」の
実践４年目を迎え、第１次計画の進捗状況を検証・評価しながら、第２次計画
の策定に向けて動き出しました。
豊田市社会福祉協議会では、第２次計画の策定を行う「地域福祉活動計
画策定委員会」と、計画の進捗管理を行う「地域福祉活動推進委員会」を組
織し、二委員体制で計画の策定と進捗管理を実施していきます。
第２次計画も、第１次同様に、市社会福祉審議会地域福祉専門分科会と合
同で会議を実施し、計画も合本で作成いたします。
「地域福祉活動計画」は、住民が主役となって地域福祉活動を進めていくた
めの“福祉のまちづくり計画”です。
是非、住民の皆様の声を反映し、第２次計画の作成と推進を図っていきた
いと思います。
【地域福祉活動計画策定委員会委員・地域福祉活動推進委員会委員】
任期：平成 30 年７月 31 日～平成 32 年６月 30 日

（敬称略）
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大和証券福祉財団「ボランティア活動助成・子ども支援活動助成」募集！
大和証券福祉財団が、ボランティア活動と子ども支援活動に対しての助成を募集しています。
ボランティア活動助成

■応募課題

①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的
意義の高いボランティア活動
②地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動

■応募資格

ボランティア活動を行っているメンバーが５名以上で、かつ営利を目的としない団体

■助成金額

内容により決定しますが、１団体につき 30 万円を上限とします。

■応募方法

財団のホームページから申請書をダウンロードしていただき、事務
局宛に郵送してください。

子ども支援活動助成

■応募課題

子ども（18 歳未満）への支援活動
《活動例》
・子ども食堂の運営 ・フードバンク ・子どもの体験支援や学習支援活動 等

■応募資格

①財団の「ボランティア活動助成」において、第１回（平成６年度）～第 19 回（平成 24
年度）までで、子どもに関する支援活動で助成を受けた実績のある団体
②ボランティア活動を行っているメンバーが５名以上で、かつ営利を目的としない団体

■助成金額

内容により決定しますが、１団体につき 50 万円を上限とします。

■応募方法

財団のホームページから申請書をダウンロードしていただき、①所定の申請書②直
近の収支状況③規約の３点を事務局宛に郵送してください。

◎申 込 み 期 間
◎問合せ・申込み

平成 30 年９月 15 日（土）まで 【当日消印有効】
（公財）大和証券福祉財団事務局
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル
電話：03-5555-4640 ＦＡＸ：03-5202-2014

※詳細はホームページ（http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html）をご覧ください。

愛知県子どもの学習支援ボランティアの紹介！
子どもの学習支援に意欲のある人材を、愛知県社会福祉協議会が、学習支援ボランティアとして
一括して募集・養成するとともに、応募者を学習支援ボランティア養成・人材バンク登録申込者として
登録し、子どもの学習支援事業実施団体等の依頼に応じて紹介するものです。
■応募方法
本団体のホームページから申請書をダウンロードしていただき、所定の申請書を事
務局宛にメール、ＦＡＸ又は郵送してください。
◎問合せ・申込み

愛知県社会福祉協議会 地域福祉部
電話：052-212-5502 ＦＡＸ：052-212-5503

※詳細はホームページ（http://aichivc.jp/volunteer/study_support.html）をご覧ください。

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！
『紅花会』の田中さん、宮地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。

「紅花会」は、構成員 10 名で週 1～2 回稽古をしています。豊田市全域を活動区域とし、依頼があった団体
や事業所等で 30 分～1 時間程度メロディーに合わせた披露や、日舞の動きを取り入れた体操を参加者と一緒
になって踊っています。平成 26 年からボランティア活動を始め、活動を通して日本舞踊のすばらしさを多くの
方に知っていただくため古典（長唄等）から端唄・小唄や懐かしいメロディーに合わせて日本舞踊を披露してい
ます。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

日本舞踊を始めて 47 年目になります。昔からボランティア活動をしてみたいと
考えており、家族の勧めもあって４年前からボランティア活動を始めました。

どんな時にやりがいを感じますか？

披露した日本舞踊を見て、参加者の方が「笑顔になっていただけた」時や
「一緒に踊っていただいた」時に「幸せ」を感じ、次も頑張ろうと思います。
一言メッセージをお願いします。

稽古をした踊りが人前で踊ることでさらに上手になります。
芸能ボランティア活動をコラボレーションしてみませんか？地域をさらに盛り上げていきましょう！！
◎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）

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。

【脳トレ問題】
右にある文字を
組み合わせて

62

2 つ都道府県名を
探そう！！
（文字の使用は 1 回のみ）
☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより 11 月号」にて発表します。

【７月号の正解】

2 時 16 分

〒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

９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
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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 午前 10 時～正午

毎月下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★９月６日（木）

★９月 18 日（火）

★10 月４日（木）

★10 月 18 日（木）

★11 月１日（木）

★11 月 20 日（火）

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
★９月６日（木） 「昭和ミニバンド」さんによる『ギター演奏による昭和歌謡』
★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』
★11 月１日（木） 「高橋一敏」さん（個人ボランティア）による『三味線演奏』

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
第２回 交流サロン「施設見学会 ゴジカラ村」
■と き
10 月 19 日（金） 午前８時 45 分出発 ～ 午後２時帰着
（集合：午前８時 30 分に豊田市福祉センター玄関前）
■と こ ろ
（福）愛知たいようの杜 ゴジカラ村（長久手市）
■昼 食
■参加費
■定 員
■申込み

施設内の食堂（昼食代 500 円をご用意ください）
300 円（見学料）
今日、ボランティア活動が世の中の変化にあった内
容へ軌道修正することが求められています。
15 人（先着）
この見学から何か感じていただければ幸いです。
９月４日（火）から下記連絡先へ
◎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（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

