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「とよた市民福祉大学

第４期生を募集します！
地域福祉の担い手の養成・育成を目的に、「とよた市民福祉大学（第４
期）」を開講します。
福祉入門コース

内

容

家庭介護コース

地域福祉の担い手の育成を 地域の介護人材育成を目的
目的に、障がい者・児童・高齢 に、生活支援サービス（調理
者・地域福祉の分野を学ぶ。
や掃除など）を実施するため
の基礎的な知識を学ぶ。

と

き

2019 年６月から 11 月までの 2019 年６月から８月までの８
12 回。毎月２回の土曜日午後 回。毎週木曜日の午前 10 時
１時～午後４時
～午後４時
※６月８日（土）は午後１時～午後３時 30 分

ところ
対象者

＊今月の花＊
アンスリウム
（情熱・熱心）

豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）
①2019 年４月１日現在において、豊田市在住の 18 才以上の市民
②受講終了後、地域福祉活動 ②介護に関心のある方、又は
受講終了後に介護分野で

※右記の
をしていただける方
①～③の
全てに該 ③全てに出席できる方
当する方

受講料
定

情熱を持っ
てボランテ
ィア！！

3,000 円（教材費・資料代）
30 名程度

員

申込み

活動したい方
③全てに出席できる方

2019 年４月３日（水）から４月
25 日（木）まで（必着）に「受講
申込書」をＦＡＸ・メール・郵送
などで提出ください。

2019 年４月 17 日（水）から５月
９日（木）まで（必着）に「受講
申込書」をＦＡＸ・メール・郵送
などで提出ください。

募集要項や受講申込書は、３月中旬より、社協各支所や交流
その他

ぼらんて君

館等で配布、または社会福祉協議会のホームページからダウ
ンロードできます。下記オープンキャンパスでも配布します。

とよた市民福祉大学 オープンキャンパスを開催します！
住民の方から「とよた市民福祉大学って、どんなことが学べるの？」「中身が知りたい！」と嬉しい
声をいただき、昨年度に引き続き、４期目となる「とよた市民福祉大学」の内容を知っていただくこと
を目的にオープンキャンパスを開催します。 〈予約不要・出入りは自由です〉
日時：４月 20 日（土） 午前 10 時～午後４時
◎問合せ

ところ：豊田市福祉センター ４階 41 会議室

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
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ボランティア情報交換会について！
今回は、昨年度に引き続き、「傾聴ボランティア」に特化した情報交換会を行います。
日本福祉大学院の浅井准教授をお招きし、傾聴についてご講演していただきます。また、現在活動中の傾
聴ボランティアの方からの情報提供も行います。
ボランティアをしている方、ボランティアや傾聴に関心のある方、施設職員の方など、どなたでも予約なしで
参加できます。お気軽にご参加ください！
「傾聴」とは、耳を傾け、相手の心
■と
き 2019 年３月 19 日（火）午前 10 時～正午
に寄り添って話を聴くことです。
■と こ ろ 豊田市福祉センター ４階 43 会議室（豊田市錦町 1-1-1）
■内

容

日本福祉大学院 准教授 浅井 真奈美 氏による講演
テーマ：“傾聴ボランティア～多様な方への傾聴姿勢～”
傾聴ボランティアの情報交換など

◎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）

わかば基金（NHK 厚生文化事業団）が募集中です！
「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を進めているグループを支援しその活動を支えています。
支援金部門と、リサイクルパソコン部門に加え、自然災害における被災地の復旧・復興に尽力しているグル
ープを応援する部門があります。
■支援金部門
金 額 １グループにつき、最高 100 万円（10 グループほどを支援予定）
対 象 国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金で活動の輪を広げたいというグループ
■リサイクルパソコン部門
提 供 ノートパソコン（１グループにつき、３台まで）
対 象 パソコンを利用することによって、地域で活発な福祉活動に取り組み、高齢者や障がい者に直接
役立つ活動をすすめているグループ
■災害復興支援部門
金 額 １グループにつき、最高 100 万円（５グループほどを支援予定）
対 象 東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた災害の被災地域に活動拠点があり、その地域の復
旧・復興をすすめているグループ
■申込方法 NHK 厚生文化事業団のホームページから申請書類等をダンロードし、必要な事項をご記入の
上、事務局宛に提出してください。（３月 29 日必着 / 郵送のみ受付）
◎問合せ・申込み NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1TEL （03）3476-5955
※申込み方法などの詳細はホームページ（https://www.npwo.or.jp/info/12995）をご覧ください。

「ほほえみ喫茶」認知症カフェ ボランティア大募集！！
「認知症カフェ」とは、認知症の方ご本人やご家族、認知症のことを知りたい方などどなたでも気軽に参加
できるカフェ（集いの場）です。認知症の知識を持った専門職や認知症サポーター養成講座を受講した地域の
方やボランティアが運営に関わっています。
■活動内容

飲み物の提供や、日常会話等で参加者と交流していただきます

■日

時

毎月第１土曜日の午前 10 時～正午（午前９時 30 分に現地集合）

■場

所

デイサービスセンターほほえみの里若林 （豊田市若林東町上外根 12-1）

■問 合 せ

ほほえみの里若林 担当 作埜（さくの）、山下

② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

TEL （0565）51-0833
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社協登録ボランティアグループを紹介します！
『音楽療法ボランティア団体「音魂」』の主宰・長谷部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。

『音楽療法ボランティア団体「音魂」』は、“すべては対象者様の笑顔のために”を活動理念とし、「多く
の方に音楽療法を知ってただくこと」と、「人間の治癒力に音楽の力をプラスして、笑顔を取り戻し、生
活の質の向上に導いていくこと」を目的として、2017 年 10 月に設立しました。
演奏は、対象者の方から事前に好きな曲を聞いたり、年代に合わせて行い、参加者全員が楽しめる
よう工夫しています。豊田市だけでなく、愛知県内を活動区域として活動していますので、ぜひお問合
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。

音楽には幼い頃から触れてきましたが、音楽療法は大学２年の時にボラ
ンティアを通して学びました。好きな音楽を通して、“誰かのためになる”、
“笑顔につながる活動”に心を打たれ、現在も活動しています。
どんな時にやりがいを感じますか？

私たちの行う音楽療法を通して、参加者の笑顔が見れた時や、「ありがと
う。また来てね」と言っていただけた時に、今まで頑張ってきて良かったと思
い、やりがいを感じます。
一言メッセージ

ボランティアの扉を開けてみませんか？そこには新たな感動と学び、素晴らしい出会いがあります。
私たちと共に楽しみながら活動してみませんか？ご応募お待ちしています！
◎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）

【脳トレ問題】
鏡に映った
右の時計は
何時何分？？

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 5 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

3 月末日締切（当日消印有効）

【1 月号の正解】

・着物の柄の数・花火・帯の形

「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

★３月７日（木）

★３月 28 日（木）

★４月４日（木）

★４月 26 日（金）

★５月はお休み

★５月 30 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
★４月４日（木） 「竹内清文（個人ボランティア）」さんによる『ギター漫談』
※３月と５月は、お休み

どなたでも予約なしで自由に観覧できます♪

豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
ボランティア連絡協議会主催の音訳・手引きガイドボランティア講座「障がい者とのコミュニケーション
UP」を開催いたします。
■コ ー ス
■内
容
■と
き

■場
所
■定
員
■申 し込 み

①入門コース、②入門コース+実技コース（どちらか一つを選択してください）
視覚障がい者の支援をするボランティアとして、音訳と手引きガイドについてを学ぶ
入門コース（５月 16 日、23 日、30 日）
入門コース+実技コース（５月 16 日、23 日、30 日、６月６日、13 日、20 日、27 日）
午前 10 時～正午
※いずれも木曜日
豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）
30 名（先着）
■参加費 500 円
４月９日(火)から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

