平成 30 年度 ぼらんてぃあだより 12 月号

12 月号 No367 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」冊子を更新しました。
活動内容は施設によって様々ですが、利用者の話し相手や囲碁・将棋
の相手、レクリエーションの手伝い、施設内・外の清掃などがあります。
冊子は豊田市福祉センター、社会福祉協議会各支所、市内交流館等に
設置してあります。
また、ホームページ「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。（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
まずは一歩踏み出してみませんか？
※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。活動日時は、掲載している期間の都合の良い日時で構いません。
詳細は各施設にお問合せください。
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★年末年始のお知らせ★
豊田市社会福祉協議会
地域福祉課・ボランティ
アセンターの年末年始の
お休みは、12 月 29 日
（土）
～１月３日（木）です。
１月４日（金）～業務
を開始します。

三九朗病院デイサービスセンターノアノア ＜高齢者支援＞
◆住所：小坂町 6-58（朝日丘地区）
◇内容：お抹茶をたてていただける方
（毎月２回程度 午後２時～午後３時 ※毎月、活動曜日が変わります）
◆電話：37-8535（担当：橋本さん、櫻井さん）
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（逢妻地区）
◆内容：囲碁、麻雀の相手
（午前 10 時～正午または午後２時～午後４時）
◇電話：74-2886（担当：増本さん）
鞍ヶ池 まほろばの郷 ＜高齢者支援＞
◆住所：矢並町大坪 901-1（高橋地区）
◇内容：利用者との麻雀相手
（毎週木曜日 午後２時～午後３時）
◆電話：87-2601（担当：工藤さん）
すまいる駒場 デイサービス ＜高齢者支援＞
◇住所：駒場町元城 57-2（前林地区）
◆内容：①利用者との話し相手②散歩に同行（レクリエーションの手伝いも含
む）（曜日は応相談 午後１時～午後３時）
◇電話：59-1250（担当：小島さん）
デイサービス天道 ＜高齢者支援＞
◆住所：四郷町天道 46-85（井郷地区）
◇内容：①利用者との話し相手②レクリエーションの手伝い③将棋、麻雀の相手
（月曜日～金曜 午後１時～午後４時）
◆電話：42-3608（担当：林さん）
◎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）
（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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手軽にできる「収集ボランティア」を始めてみませんか？
毎日の生活の中で手軽にできる「収集ボランティア」について紹介する冊子を毎年
作成しています。
今回は、今年度に新たに掲載をした収集活動（一部）について紹介します。更新し
た冊子は、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。他の活動や詳しい活動方法については、冊子をご覧ください。
「空飛ぶ車いす」活動
「空飛ぶ車いす」活動とは、（公財）日本社会福祉弘済会が、日本で使われなくなった車いすを日本
の工業高校生が修理・再生してアジアに贈る（輸送する）ボランティア活動です。パンクしないタイヤ購
入や海外輸送費等に充当するため、未使用・書き損じの官製はがきを集めています。
一枚のはがきから誰でも参加できる収集活動にぜひご協力ください。
アジアに届け！
空飛ぶ車いす！

■収 集 物
■期
間
■送付方法

未使用・書き損じの官製はがき
年間を通じて随時実施。いつでも、何枚でも受け付けています。
送料は「元払い」で（公財）日本社会福祉弘済会へ送付ください。
（はがきの枚数を数える必要はありません。）
※ご協力者の氏名、連絡先の明記をお願いします。
■問合せ・送付先 （公財）日本社会福祉弘済会
〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4-24-3
TEL：03-3846-2172 FAX：03-3846-2185
HP：http://www.nisshasai.jp/soratobu/index.html

（一財）冠婚葬祭文化振興財団 第 20 回社会貢献基金助成金！！
この基金は、社会貢献活動を行う各種団体等への助成、並びに社会貢献に資する調査・研究を目的
とした事業に対して助成し、日本の生活文化と地域社会の発展に寄与することを目的としています。
■対象団体

非営利組織（社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティアグループ等）、大学、研究機関

■対象事業

原則として、平成 31 年度事業（平成 31 年助成金の交付決定日（５月中旬頃）～平成 32
年３月の間に開始し、終了する事業）
研究助成事業、高齢者福祉事業、障害者福祉事業、児童福祉事業、環境・文化財保全
事業、地域つながり事業、冠婚葬祭継承事業
※なお、上記の事業に該当する場合でも助成の対象外となる事業もあります。詳細は
ホームページをご確認ください。

■助成金額

１件あたり上限 200 万円。ただし、研究助成事業においては上限 100 万円。

■応募方法

所定の提出書類（ホームページからダウンロード）を下記問合せ・申込み先へ郵送。

■応募締切

平成 31 年２月 28 日（木）必着

◎問合せ・申込み

（一財） 冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 運営事務局
〒105-0003 東京都港区西新橋 1-18-12 COMS 虎ノ門６階
電話：03-3596-0061 HP：http://www.ceremony-culture.jp/

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！
『地域の集いの家作り実行委員会』の代表・杉山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。

「地域の集いの家作り実行委員会」は現在会員数５名で末野原地区を中心に活動しています。今年度「あそ
びと暮らしのまなびの家 ちゃぽっと」を開設し、地域住民の交流の場として第１・３月曜日に開催しています。
空き家を活用して多世代での交流の場作りを目的とし、誰もが自由に好きなことを行えるよう「おもちゃ」や「手
作り品」なども置いて運営しています。
“あそこに行けば誰かに会える”家、困ったときには“たすけて”が言える家、人にも環境にも優しく、人も資
源も循環する場を目指しています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

地元である末野原地区に、昔のように地域の中で遊ぶ場所があればと子育てをし
ながら感じていました。
自分にとっては些細なことや話しづらいことでも誰かに話してみると、地域にとって
は「ありがたい」情報だったりするため、活動を通して地域との繋がりを作り、ほっと
出来る関係性を築いていきたいと思い活動を始めました。
どんな時にやりがいを感じますか？

「月曜日は公共施設がお休みだけど、あそこに行けば誰かいると思って来た」と
言ってもらえた時に、誰かの支えになっていると感じ、やりがいを感じました。
どんなメンバーを募集していますか？

一緒にご飯を作って食べたり、おしゃべりをしに気軽に来てください。12 月 17 日はささやかなクリスマ
ス会を開催します。みんなでスープと炊き込みご飯を作って食べましょう。ぜひ遊びに来てください！
◎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）

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。

【県名シルエットクイズ】

62

右にあるシルエットは
何県かな？？

〒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

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより２月号」

にて発表します

平成 31 年 1 月末日締切（当日消印有効）

【10 月号の正解】

☆クイズの正解は

「ぼらんてぃあだより２月号」にて発表します。

成功

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

「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

毎月中旬～下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★12 月６日（木）

★12 月 12 日（水）

★１月はお休み

★１月 18 日（金）

★２月７日（木）

★２月 16 日（土）

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
★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』
★１月はお休み
★２月７日（木） 「マジックゼロ」さんによる『マジックショー』

広島県呉市 ７月豪雨災害写真パネルを掲示します！！
2018 年６月 28 日から７月８日にかけて、西日本を中心に北海道や中部地方など全国的に広い範
囲で集中豪雨が起きたことによって、死者 227 人、行方不明 10 人、負傷者 421 人と多くの犠牲者が
出ました。（９月６日時点）
広島県呉市では大規模な土砂災害が発生し、人的被害だけではなく、建物被害も多く発生しまし
た。発生から約半年経過しましたが、まだまだ復興支援活動は続いています。
現在、福祉センター３階 交流コーナー前の掲示板にて、社協職員が現地で撮影した写真をパネ
ル展示しています。ご自由にご覧ください。
◎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）

□■

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

