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豊田市社会福祉協議会
ボランティアセンター紹介！
ボランティアセンターの役割
主な役割は、下記の５つです。
①ニーズ（依頼）とボランティアとのコーディネート（つなぐ）
②ボランティアセンター登録者の活動支援
③ボランティア活動の啓発、情報発信
④ボランティア同士のネットワーク
⑤災害事業
ボランティアセンターって何をしているの？
ボランティアセンターでは、下記事業を実施しています。
①ボランティアのコーディネート（つなぐ）
・ボランティア（ボランティアをしたい、ボランティアをお願いしたい等）相
談対応
②登録者の活動支援
・ボランティア個人・グループの登録
・ボランティア保険の加入手続きの代行
・登録ボランティアグループへの活動費の助成
・ボランティア活動表彰等
③ボランティア活動の啓発、情報発信
・出前講座
・情報紙「ぼらんてぃあだより」の発行
・ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」へ情報掲載
・「Facebook」へ情報掲載
④ネットワーク
・子ども食堂等の支援
・ボランティア懇談会の開催
⑤災害事業
・災害ボランティアコーディネーター養成講座
・災害ボランティアセンター支援センター立上訓練等
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページ参照）

ボランティア活動保険の更新の手続きはお済みですか？
2018 年度のボランティア活動保険は、2019 年３月 31 日で補償期間が終了となります。
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、安心してボランティア活動をしていただくために、
ボランティア活動保険の加入をお勧めしています。詳細については、社協ボランティアセンターまでお
問合せください。なお、ボランティア活動保険の加入には、ボランティア登録が必要です。
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページ参照）
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①

2019 年度 ぼらんてぃあだより４月号

とよた市民福祉大学（第４期）受講生を募集しています！
市民の方が福祉について一歩踏み込んで学べる場を提供し、地域福祉活動の担い手としてお住まいの地
域で活動していただくことを目的に、「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・家庭介護
コースの２コースで受講生を募集しています。
※詳細はぼらんてぃあだより３月号・社協ホームページ「ぼらんてぃあ広場」等をご参照ください。

募集期間 福祉入門コース：平成 3１年４月３日(水)から４月 25 日(木)まで
家庭介護コース：平成 3１年４月 1７日(水)から５月９日(木)まで
※申込書は、福祉センター・社協支所・行政支所・交流館等のパンフレットスタンド等に設置して
います。
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
ところ
内 容

４月 20 日（土） 午前 10 時～午後４時
豊田市福祉センター ４階 ４１会議室
パネル展示・健康講座など

◎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）

子どもの学習支援 ボランティア
豊田市では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護世帯や母子家庭またはひきこもり、不登校等
の小中学生に対し、無料の集合型による学習支援を実施しています。
活動内容

学校で出た宿題をみるなどの基礎的な学習の支援

日

時

毎週木曜日 午後６時～午後８時

地

区

上郷

そ の 他
◎問合せ

平成 31 年３月開始
豊田市役所 福祉総合相談課 國長

電話：34-6791 FAX：33-2940

ボランティア助成金（みずほ教育福祉財団）
高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共生社会の実現に繋がる活動を行って
いる高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器類の取得資金を
助成します。
助成対象 ①登録ボランティアスタッフ数 ：10 人～50 人程度
②グループ結成以来の活動実績：２年以上（2019 年３月末時点）
③本助成を過去３年以内（2016 年度以降）に受けていないこと。
④グループ名義の金融機関口座を保有し、規約（会則）、活動報告書類および会計報告書類が整
備されていること。
金
額 １グループにつき１０万円（上限）
申込方法 みずほ教育福祉財団のホームページから申請書類等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
下記申込先まで郵送してください。（５月 24 日必着 / 郵送のみ受付）
◎問合せ・申込み みずほ教育福祉財団 福祉事業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行内 TEL （03）3596-4532
※申込み方法などの詳細はホームページ（http://www.mizuho-ewf.or.jp）をご覧ください。
② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

2019 年度 ぼらんてぃあだより４月号

社協登録ボランティアグループを紹介します！
『川田まちづくり』の代表・田中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。

「川田まちづくり」は、男女 20 名で活動をしています。柳川瀬緑道周囲の花壇の手入れや草刈り等の環境
美化活動を行っており、緑道の美化を向上させて潤いのある安全で安心なまちづくりを目的に活動していま
す。花壇は個人管理・グループのものを合わせて 40 か所あり、皆さんに喜んでもらえるよう植栽も工夫してい
ます。夏場は毎日水まきを行っていますが、花に触れることが好きな方が多いので楽しく行っています。
芝サクラを道路沿いに植え、芝サクラロードにしています。４月中旬が見頃です。ぜひ、見に来てください。
活動を始めるきっかけについて教えてください。

「川田まちづくり」として活動する前は、歩道周囲は草木が伸びており、住宅地から
死角ができていました。15 年前豊田市の“わくわく事業”が始まった時に事業の申請
をし、「周辺を綺麗にして犯罪のない街にしたい」思いで、花壇区画を整備して花の
植栽・手入れを始めました。
どんな時にやりがいを感じますか？

作業中に、「ご苦労様です、いつも綺麗なお花を見させていただきありがとう」
の労いの言葉をかけていただいた時には、やってよかったと思います。
一言メッセージ

会員も高齢化しつつあり、活動が難しく感じております。現在会員 20 名のため、
維持も難しい状況です。地域の若い方も参加して、地域一帯で綺麗な街にしませ
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。

【脳トレ問題】
右のふたつの漢字を

62

組み合わせて
熟語を完成させよう！！

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６月号」にて発表します。

☆青森県☆

【２月号の正解】
・あおもり
・かながわ

〒471-0877

☆神奈川県☆

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

5 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

2019 年度 ぼらんてぃあだより４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！

ボランティア作業

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！

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

★４月４日（木）

★４月 26 日（金）

★５月はお休み

★５月 30 日（木）

★６月６日（木）

★６月 29 日（土）

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！

わくわくステージ

（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） 「タケちゃんマン（個人ボランティア）」さんによる『ギター漫談』
★５月はお休み
★６月６日（木） 「輝動あい楽」さんによる『フラダンス』

P-BASE ミライシニアサポーター
P-BASE では、ミライシニアプロジェクトという名称で、認知症の方や、障がいや病気を抱えていても、自
らの知識や技術を活かして、地域貢献ができるよう応援しています。
P-BASE では、上記の事業に協力していただける方（ミライシニアサポーター）を募集しています。
活動内容
日
時
場
所
持 ち 物

パレット解体、プランター作り、木工雑貨作りなどのサポート
毎週火曜日・木曜日 午後１時～午後４時
P-BASE 清水店 （豊田市清水町 7-4-1）
軍手
※必要な工具は活動先に準備してあります。

◎問合せ

P-BASE 清水店 担当：小川舞生 電話：41-8301

□■

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/

Facebook

https://www.facebook.com/ToyotaShakyoVolunteerCenter
Facebook QR コード

「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

