平成 31 年 ぼらんてぃあだより１月号
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No368

❀新年あけましておめでとうございます❀
昨年は豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター事業に
ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「住民のための地域福祉活動実践セミナ
ー」を開催します！
第１次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画に掲げた基本項目と重点
取組みを周知し、進捗状況を報告するとともに、市内各地域で実践されてい
る住民主体の活動を紹介することで、安心して自分らしく生きられる支え合い
のまちづくりの実現を目的に開催します。
主 催

豊田市社会福祉協議会（地域福祉活動推進委員会）

日 程

平成 31 年２月９日（土） 13:00～16：00

場 所

豊田市福祉センター ホール

参加者

①自治区、地区コミュニティ会議等の関係者
②民生委員・児童委員、主任児童委員

＊今月の花＊

（豊田市錦町１－１－１）

③高齢者クラブ関係者
④市民活動、ボランティアに関心がある方 等

スノードロップ
（希望・慰め）

定 員

500 名（先着順）

参加費

無料

内 容
【第１部】 豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況について
【第２部】 事例紹介・シンポジウム
希望を持っ
てボランテ
ィア！！

テーマ：「“住民発”地域福祉のはじめの一歩」
事例１「石畳自治区(藤岡地区)」の実践事例
ご近所支えあい事業
～支えあいによる災害に強いまちづくり～

ぼらんて君

事例２「今自治区（豊南地区）」の実践事例
★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。

今自治区 ふれあいサロン
～ふれあい、語り合いによる「明るい町づくり」～
申込み 詳細については 1 月の自治区回覧にて
チラシをご確認ください。
◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課
電話：31-1294
昨年度の様子
（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 31 年 ぼらんてぃあだより１月号

わくわくステージ募集出演者募集！
社協ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター１階ロビーにて開催される「わくわくステージ」
に出演してくださる方およびボランティアグループを募集しています。
自分たちの活動を披露したい方、活動の幅を広げたい方は、社協ボランティアセンターまでご連絡
ください。※出演には社協ボランティアセンターへのボランティア登録が必要です。
■と

き

第１木曜日 正午～午後０時 30 分（５・１・３月を除く）

■と こ ろ

豊田市福祉センター １階 ロビー（豊田市錦町 1-1-1）

■内

楽器演奏、歌、踊り、手品等の披露 など

容

落語

昭和歌謡

■出演者

社協ボランティアセンター登録者およびグループ
※初出演の方・グループを優先させていただきます。
※豊田市内を中心に活動している方・グループに限ります。

■参加者

豊田市福祉センター利用者、豊田市内福祉施設従事者・利用者 など
（どなたでも予約なしで自由に観覧できます。毎月 40 名程の方が来場されます。）

■その他

平成 30 年度のわくわくステージ開催中の様子を撮影した写真は、ホームページ「とよた
ぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧することができます。
自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？まずは社協へご連絡ください！

◎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）

『社会人のための地域参加促進事業』開催！
このセミナーは、支えあう地域づくりの実現に向けて、社会人が「地域社会を構成す
る一員」という認識を抱き、地域課題へ目を向け、地域への参加を促進することを目
的に開催します。
■と

き

平成 31 年３月 17 日（日）

■と こ ろ

スカイホール豊田 （豊田市八幡町 1-20）

■参加費

無料

■内

「（仮）わたしたちが社会・地域のためにできること」をテーマに SDGs についての講
演会やスタンプラリーなどの親子で楽しめるものを企画しています。

容

■申込み

■主

催

■定員

先着 50 名（予定）

講演会は、２月５日（火）から事前申込みを行います。「氏名・連絡先・住所・年代・参加したい回
（午前または午後）」を電話・FAX・メール等で社協ボランティアセンターまでお申込みください。
トヨタ自動車労働組合 TUV、あすて、おいでん・さんそんセンター、
とよた市民活動センター、豊田市社会福祉協議会

詳細については、
「ぼらんてぃあだより２月号」
でお知らせします！

＊当日は「WE LOVE とよたフェスタ」との共催です。豊田市の魅力を
再発見し、自分の住んでいる豊田市が今よりもっと好きになるイベントです。
◎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）

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 31 年 ぼらんてぃあだより１月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『高橋アスパの会』の代表・鈴木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。

「高橋アスパの会」は現在会員数 35 名で上原、元宮、長興寺の３つの市民農園を中心に活動しています。
市民農園は一般者約 80 名と共同で作業し、会員は農業教室の開催、農業の個人指導や農機具の貸出等を
行い、畑を通して様々な方が農業に触れ合えるような機会を提供しています。農業指導は毎週日曜日、肥料作
りは第２日曜日の年８回（４、７、10、１月除く）実施し、参加者は畑仕事を子どもや夫婦等が一緒になって収穫の
喜びを分かち合い、いろいろな方とコミュニケーションをとっております。
今年度は「農福連携型地域社会」を目指し、障がいがある方と農業を通して交流を図り、有機肥料製造から収
穫、販売までの最初から最後までの工程を一緒になって行いました。障がいのある方もない方も分け隔てなく、
誰もが生きやすい社会を目指して活動しています。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

自分が若い時に多くの方に支えていただきました。多くの
方と関りを持てたことで、色々なことを学べました。
その経験を生かし、地域へ恩返しが出来たらと思い活動しています。
どんな時にやりがいを感じますか？

ボランティア活動は達成感があります。人の喜びを感じ、たくさんの笑顔も見れます。参加者の方々が、楽しん
でいる姿を見ると次も頑張ろうと思います。
一言メッセージ

農福連携連携型地域社会を一緒に目指しませんか？お互いのボランティアグループの強みを生
かし、多くの人が喜び合う関係、環境を作りましょう！

◎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）

【間違い探し問題】
A と B のイラスト見て違いを 3 つみつけよう！

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

☆クイズの正解は☆
「ぼらんてぃあだより３月号」にて発表します。

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

2 月末日締切（当日消印有効）

【11 月号の正解】

クレオパトラ

「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 31 年 ぼらんてぃあだより１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

毎月中旬～下旬（曜日不定） 午前 10 時～正午

★１月はお休み

★１月 18 日（金）

★２月７日（木）

★２月 16 日（土）

★３月７日（木）

★３月下旬（未定）

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
★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』
★３月はお休み

どなたでも予約な
しで自由に観覧で
きます。一緒に楽
しみましょう♪

豊田市ボランティア連絡協議会 30 周年記念事業

ボラ連 賛同者全員集合＆サヤ佳 語りの会
ボランティア連絡協議会 30 周年を迎えるにあたって、知的障がいを持ちながら「語り」活動を続けるゆ
めパレット代表「小林佐椰伽（語人 サヤ伽）」さんと「小林希依子（母）」さんをお招きします。サヤ伽さん
は 10 年で約 370 公演のステージに立たれています。今回サヤ伽さんの人生で起きた、母の人生も大きく
変わってしまった「まさか」について、お話をしてもらいます。
参加費 100 円
■と き 平成 31 年２月２日（土） 午前 10 時～正午
お待ちしております♪
■ところ 豊田市福祉センター ３階 交流コーナー
■内 容 「まさかの人生で夢を得て！私と母との二人」の歩み
◎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

