平成 31 年 ぼらんてぃあだより２月号

２月号

No369

「社会人のための地域参加促進セミナー」

を開催します！
前号でもご紹介しましたが、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
■と こ ろ
■内 容

平成 31 年３月 17 日（日）午前 10 時～午後３時 30 分
スカイホール豊田 ホール（豊田市八幡町 1-20）

参加費
無料

セミナー（講話・事例発表）
「わたしたちが地球のためにできること～地域から考える～」
“SDGs”について学びながら、基本理念である『誰一人取り残さない』社会の実
現に向けて私たち一人ひとりが行うべきことについてのヒントをいただきます。
※SDGs とは、「持続可能な開発目標」と訳され、2030 年の達成に向けて、途上国・先進国の区別
なく、世界的な共通課題として認識し、目指していくべき 17 の目標（ゴール）が設定されている。

時間：（午前の部）午前 11 時～正午／（午後の部）午後１時～午後２時
定員：各部 50 名
講

話

事例発表

＊今月の花＊
デイジー
（平和・純潔）

〉〉 株式会社 電通
〉〉 午前 株式会社ワイズ

午後 合同会社 P-BEANS

ブース出展
SDGs の目標に沿った取組みを各出展団体が紹介します。体験型な
どを企画していますので、親子で楽しみながら SDGs について「わたし
ができること」を考える参考にしてください。（下記一部紹介）
フードドライブ
フードドライブとは、みなさんのご家庭で余っている食品を持ち寄っていただ
き、様々な事情で生活が困難な方の支援に活用します。ご家庭で消費しない食
品がありましたらご提供ください。（集めている食品については HP をご確認ください。）

ＳＤＧｓスタンプラリー
出展団体のブースを回ってシールを集めよう！
楽しくシールを集めながら SDGs の理解を深めましょう。

平和のため
のボランテ
ィア！！

■主 催
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

ぼらんて君

■申込み
セミナー（講話・事例発表）については、
平成 31 年３月９日（土）までに下記問合せ先にご連絡ください。

同時開催！

「WE LOVE とよたフェスタ」

自分たちのまち“とよた”に、愛着と誇りを持って各種活動をしている方・団体・企業等がたくさんいらっしゃい
ます。我がまち“とよた”の魅力を再発見し、豊田市がもっと好きになるイベントです。
■内 容

WE LOVE とよた活動展、「こどもの遊び場」、来場者参加型スポーツイベント、地産地消を感じる
飲食ブース…etc（企画中）

どなたでも参加ができて、ご家族みんなで楽しめるイベントになるよう現在企画中ですので、お楽しみに！

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話：31-1294
（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２月号

2019 年度ボランティア登録・活動保険について！
2019 年度（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）のボランティア登録、ボランティア活動保険の申込み受付を
2019 年３月１日（金）から豊田市社会福祉協議会の受付窓口にて開始します。
ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中にボランティア自身がケガをした（傷害事故）、
他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償するものです。
ボランティアをしている方、これからボランティアを始めたい方、ぜひボランティア登録・保険をご検討くださ
い。※保険加入には、ボランティアセンターのボランティア登録が必要です。
■補償期間
2019 年４月１日午前０時から 2020 年３月 31 日午後 12 時まで
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時から補償されます。
■保険加入に必要なもの
・豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録用紙
・ボランティア活動保険 加入申込書
・印鑑（グループの場合は、加入代表者またはグループの印鑑）
・保険料
・グループの場合は、保険に加入する人全員の氏名
（加入者名・加入プランが記載されている名簿の添付でも可）
■その他
・補償金額、補償内容などの詳細については、パンフレット等でご確認をお願いします。
・2018 年度の保険の補償期間は 2019 年３月 31 日で終了します。
◎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）

豊田市福祉センター 交流コーナーのロッカー利用について！
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、豊田市福祉センター３階交流コーナーのロッカーの貸出
を行っています。
ボランティア活動に必要な事務用品等の保管場所としてロッカーをご利用いただけます。
■設 置 数

20 個（内寸：幅 44cm×奥行 43cm×高さ 50cm）

■利用対象

概ね月１回以上豊田市福祉センターを利用している
「豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体」

■利用期間

2019 年４月１日～2020 年３月 31 日の１年間
※利用状況に空きがある場合は、年度途中からの利用も可能です。

■利用個数

１団体につき１ロッカーを原則とします。
※利用希望団体が 20 を超えた場合は、公開抽選で決定します。

■利 用 料

無料（グループで責任を持って利用・管理していただきます。）

■ル ー ル

①ロッカーを利用するためには申請書の提出、豊田市社会福祉協議会の許可が必要です。
②物の出し入れは交流コーナー開館時（火～土曜日の午前９時～午後５時(祝日除く)）に限ります。

■申 込 み

2019 年２月 15 日（金）午後５時までに申請書を提出してください。

■そ の 他

申請書をご希望の方は下記連絡先までご連絡ください。

※2018 年度交流コーナーのロッカー利用グループの皆様には、案内を送付させていただきます。
◎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（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２月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『琴幸会』の代表・白川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。

「琴幸会」は現在会員数 11 名で、竜神地区や西尾市を中心に高齢者の居場所づくりを目的に大正琴の演奏
活動を行っています。イベントに参加された皆さんが楽しめるよう馴染みのある曲の演奏や大正琴の体験、参加
者と一緒に歌をうたうなどを 30 分～１時間程度で実施しています。活動日や活動場所は、依頼者と調整し行って
います。ご希望の方は、ぜひお問い合わせください。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

大正琴を習っている仲間と音楽を通して多くの方とのつながりを作りたいと思い、「琴
幸会」を結成しました。高齢者がイベントに参加する一つのきっかけにしていただけた
らと思い、自分たちが出来る範囲で活動をしています。
どんな時にやりがいを感じますか？

私たちの演奏等を「楽しみにしているよ」と言っていただけると嬉しいです。参加者
に楽しんでいただけるようなプログラム構成にしているが、反応は人それぞれです。
そんな中でも、みんなと一緒に盛り上がったり、アンコールの声がかかると、次回も
もっと頑張ろうと思います。
一言メッセージ

私たちと一緒に活動をしてみませんか？
募集条件はありません。男性も活躍中です。私たちと楽しいイベントにしていきましょう！

◎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）

【脳トレ問題】
右にあるひらがなを
全部使って、2 つの
都道府県名を完成
させよう！！

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

※一度使った文字は
つかえないよ！！

☆クイズの正解は☆
「ぼらんてぃあだより４月号」にて発表します。

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

3 月末日締切（当日消印有効）

【1２月号の正解】

熊本県

「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２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

★２月７日（木）

★２月 16 日（土）

★３月７日（木）

★３月 28 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
★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
社協ボランティアセンターでは、平成 31 年度の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。自分の特技を多くの人に知ってもらいませんか？！
※詳細については、社協ボランティアセンター(31-1294)までお問い合わせください。

子どもたちがダイハツキュリオスにご招待いただきました！
株式会社善都様より、ダイハツキュリオス（サーカス）のチケットをご提供いただき、市内の児童養
護施設や学習支援事業などに通う子どもたちをご招待いただきました。当日は、多くの人で混雑す
る中、トヨタ自動車株式会社様の社員のみなさんに子どもたちの引率・見守りのボランティアとして、
10 名の方に協力をいただき、安心して参加することが出来ました。
子どもたちから、「サーカスはとても凄くて、ビックリしました。楽しかったです。」という感想の声が
あり、日頃触れることの少ないサーカスの演技に目を輝かせて観ていました。

株式会社善都 様
学習支援のボランティア 様
ありがとうございました！
□■

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

