平成 30 年度 ぼらんてぃあだより 10 月号

10 月号 No365

「かいごの教室
～今日から学ぶ！介護の知識～」
「介護の知識を一から学びたい！今さらだけど聞いておきたい！」が詰
まった『かいごの教室』を開催します！
自分や家族、身近な人に介護が必要になったときに役立つ知識を学ん
だり、これまで見る機会のなかった介護の施設を見学できたり、様々な体
験なども企画し、地域の多様な担い手として学ぶことができます。
全部で８種類の企画があり、１限ごとに２回ずつ開催します。その中から
参加したい回を選んでいただき、お申し込みください。たくさんの方々のご
参加をお待ちしております。
時間
場所

午前 10 時～正午（３限目の②のみ午後１時～３時）
豊田市福祉センター（豊田市錦町１-１-１）
日にち

１限目
２限目

＊今月の花＊
オキザリス
（輝く心・喜び・輝煌）
）
）

輝く心で
ボランテ
ィア！！

ぼらんて君

３限目

（土）

11/30
（金）

容

11/22 困る前に知っておきたい介護の知識
（木） 知っておきたい介護保険制度
12/1
（土）

性格診断からわかるあなたのコミュニケーション能力 UP 法

12/13（木）
①AM・②PM

知るだけでやさしくなれる高齢者の身体と認知症

介護の基本はコミュニケーション！意外に知らない自分の性格！
認知症や高齢者の身体について
高齢者擬似体験・車いす体験

４限目

12/21 12/22 高齢者にとっての“食と薬”
（金） （土） 薬の正しい飲み方・介護食の体験

５限目

1/10
（木）

1/12
（土）

脱！ぎっくり腰！！力をかけない今どきの介護

６限目

1/24
（木）

1/26
（土）

資格は必要？！介護の仕事に就くためには！

７限目

1/31

2/2

まとめ&振り返り

参加必須

（木）

（土）

１～６限のまとめ、情報交換とステップアップ

課外

12～1 月

活動

（2 時間程度）

対象者
申込み

その他

◎問合せ

11/17

内

市内在住の方

体のボディメカニズムを学ぶ
介護の仕事の種類・介護職で働く人の一日

介護の施設を見に行こう！
介護施設の現場を見学
定 員

各回 50 名定員（３限目のみ 40 名）。

・平成 30 年 11 月 14 日（水）までに「氏名・連絡先・住所・参加希望日」
を電話・ＦＡＸ・メール等で豊田市社会福祉協議会地域福祉課へお申
込みください。
・７限目は参加必須。それ以外は選択制です。
・申込多数の場合は抽選となる場合があります。また、申込が少ない
回は日程を変更する場合や中止する場合があります。
・詳しくは、社会福祉協議会のホームページまたは豊田市福祉センタ
ー等で配置するチラシをご覧ください。

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 〒471-0877 豊田市錦町１丁目１番地１（日・月曜日、祝日休み）
電話：31-1294 FAX：33-2346 メール：vc@toyota-shakyo.jp
（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 10 月号

市内でのボランティア活動を探すなら「インフォメーション！」
豊田市内の福祉施設等でのボランティア募集情報（常時募集情報）を集約した「市民のためのボランティアイ
ンフォメーション」冊子を毎年更新しています。
今回紹介する施設は、今年度の冊子にてボランティア募集をする新たな施設（一部）です。活動日時、詳細は
各施設にお問合せいただき、更新した冊子は出来次第、ホームページや福祉センター、社会福祉協議会各支所
などに設置します。
生活リハビリデイセンターアビリティーズ豊田 ＜高齢者支援＞
◆住所：元城町 1-52 NTT 豊田ビル１階 ◇内容：芸能発表
◆電話：47-0966（担当：大竹さん、後藤さん）

（月～金曜日午後２時～午後２時 45 分の間）

メディカル・リハビリホーム グランダ豊田元町 ＜高齢者支援＞
◆住所：柿本町 7-67－3 ◇内容：囲碁・麻雀の相手（午前 10 時～正午、午後２時～午後４時 日時事前相談）
◆電話：77-8721（担当：増本さん）
◎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）

三ケ日プログラム開催しました！！
９月１～２日にエンジェルの会、とよた学生プロジェクト、トヨタ紡織（株）、社協の４団体で、
静岡県浜松市三ヶ日町へ行ってきました。
三ケ日プログラムは平成 13 年から始まり、各団体とダウン症・その他の染色体障がい児・者が交流をし、
ダウン症の理解、障がい児・者の社会参加、ボランティア活動のきっかけづくりとして行っております。
今回 55 名が参加し、「○
み んなで ○
つ ながる ○
か もしれない○
ビ ッグイ
ベント」をテーマに、「とよた学生プロジェクトの出し物、ラグナマリーナオ
ーナーズクラブの協力による三河湾でのクルージングや BBQ などを行い
ました。これまで培ってきた関係をさらに深め、また新たな参加者との出
会いもありながら、１泊２日間を無事に過ごしました。
◎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）

社協出展・主催のおまつりにて「被災地支援物品販売」を行います
東日本大震災や熊本地震で被災した地域の復興支援を目的として、被災地域の名産品等を取り寄せて「被
災地支援物品販売」を行います。売上は日本赤十字社に義援金として寄付します。
ぜひ、下記のおまつりを楽しみながら、東北・熊本の商品を買い、被災地復興支援活動に協力してみては
いかがでしょうか？
名 称
よってらっ彩みてらっ祭
足助ふれあいまつり
藤岡南ふれあいフェスタ

と き
ところ
10 月 27 日（土）～28 日（日）
豊田市役所下山支所地内
午前９時 30 分～午後３時
10 月 28 日（日）
足助交流館周辺
午前９時～午後３時
10 月 28 日（日）
藤岡南交流館、藤岡南中学校周辺
午前 10 時～午後３時

◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294（日・月曜日、祝日休み）
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 10 月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『豊田市母子保健推進員の会』の田中さん、芳賀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。

「豊田市母子保健推進員の会」は現在会員数 206 名で豊田市全域を活動区域とし、保健センター等で行う
乳幼児健診や子育て支援センターの行事の時にお母さんたちのお手伝いをしている子育て支援ボランティア
です。黄色いエプロンをして“笑顔と傾聴”をモットーに活動をしています。また生後 1～3 か月の乳児を持つ家
庭を訪問する「おめでとう訪問」も行っています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

健診後に元気をなくしているお母さんの姿が気になり、「お母さんに笑顔・元気に
なってほしい」、不安を和らげ安心して子育てが出来るようにお手伝いが出来ない
かと思い、18 年前に設立し、多くのお母さんに寄り添いながら活動をしています。

どんな時にやりがいを感じますか？

お母さん達から「ありがとう」と言ってもらえた時や子どもとお母さんが
「笑顔」になった時に「パワー」をもらえて、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。

幅広い研修を重ねながら、ニーズの変化に対応できるよう活動しています。
活動を理解していただき、ご自身の経験も活かしながら、一緒に活動しませんか？
◎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。

【脳トレクイズ】
右に隠れている 2 文字を

62

〒471-0877

組み合わせて、熟語を完成
させよう！！

豊田市錦町 1-1-1

☆クイズの正解は

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

「ぼらんてぃあだより 12 月号」にて発表します。

【８月号の正解】

校

または

級

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

10 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 10 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

★10 月４日（木）

★10 月 18 日（木）

★11 月１日（木）

★11 月 20 日（火）

★12 月６日（木）

★12 月 12 日（水）

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
★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（個人ボランティア）」さんによる『津軽三味線演奏』
★12 月６日（木） 「ヒサ（個人ボランティア）」さんによる『ギターの弾き語り』

広島県呉市災害ボランティアセンターの運営支援に行きました！
８月４日（土）から９日（木）にかけて、社会福祉協議会東海ブロックからの応援職員として、本会職員（山
際）が「くれ災害ボランティアセンター（呉市）」の運営支援のために派遣されました。
平成 30 年７月豪雨災害から、もうすぐ約３か月が経過します。しかしまだまだ家の半分が土砂に埋もれ、
避難所で生活されている方がたくさんいます。
ボランティアの方々は全国各地から駆けつけ、汗を流しながら
懸命に泥出し作業をしていますが、これからも多くのボランティア
の方の力が必要です。
今回の派遣経験を通して、「今、自分ができる支援とは何か」、
「自分がしておくべき備えとは何か」を改めて考え、防災・減災
など通常時から、より一層準備や連携をしていきたいです。
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294（日・月曜日、祝日休み）

□■

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)31-294

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

