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３月号

とよた市民福祉大学
第５期生を募集します！

No382

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５
期）」を開講します。
「とよた市民福祉大学」は、第１次地域福祉計画・地域福祉活動計画の
推進２年目である平成 28 年度より毎年開講し、今年４月から開始する「第
２次地域福祉計画・地域福祉活動計画」の取り組みの１つとして掲げてい
ます。
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福祉入門コース

家庭介護コース

地域福祉活動の“はじめの一

自分・家族・地域のための介

歩”の学びを応援します。

護の基礎を学びます。

令和２年６月から 11 月までの 令和２年６月から９月までの全
全 12 回。隔週土曜日の午後１ ８回。主に木曜日の午前 10 時
時～午後４時
～午後４時
豊田市福祉センター（豊田市錦町 1-1-1）
①豊田市在住の 15 才以上の方（高校生以上）

※右記の ②受講終了後、地域福祉活動
①～③の
に参加していただける方
全てに該
当する方 ③12 回全てに出席できる方

受講料
定

②介護に関心のある方、又は
受講後に介護分野で活躍し
たい方
③８回全てに出席できる方

3,000 円（教材費・資料代）
30 名程度

員

令和２年４月１日（水）から４月 令和２年４月 15 日（水）から５
ぼらんて君

申込み

23 日（木）まで（必着）に「受講 月７日（木）まで（必着）に「受
申込書」をＦＡＸ・メール・郵送 講申込書」をＦＡＸ・メール・郵
などで提出ください。
送などで提出ください。
※両コースの受講申込はできますが、同時に両コースの受講はできません。

福祉

その他

募集要項や受講申込書は、３月中旬より、本会地域福祉課お
よび各支所、交流館等で配布します。また、本会のホームペー
ジ（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）からもダウンロードできま
す。
豊田市社会福祉協議会 地域福祉課

毎日の生活を「しあわせ」に！
みんなで「福祉」への１歩を
踏み出しましょう!!

問合せ
先

〒471-0877 豊田市錦町１丁目１番地１（豊田市福祉センター内）

電 話 (0565)31-1294

FAX (0565)33-2346

メール vc@toyota-shakyo.jp
（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３月号

福祉施設でのボランティア活動を紹介！！
現在募集中のボランティア活動の一部をご紹介します。心機一転何かを始めたい方、新たなボランティア活
動を探している方など、詳しく内容を知りたい方や、申し込みをされる方は以下の問い合わせ先にご連絡ください。
【場

所】 フランスベッド豊田デイサービスセンター（豊田市畝部東町采女 32‐7）

【と

き】 定休日（毎週日曜日、GW、お盆、年末年始 ）以外で、午前９時 40 分～午後３時 45 分の内都合のよい時間

【内

容】 利用者さんの話し相手、見守り、歩行付添い（身体介助なし）、昼食の配膳・下膳 等

【問合せ】 フランスベッド豊田デイサービスセンター 施設長 濱野 小穂 TEL(25-0200)まで

その他にも、本会が発行している「市民のためのボランティアインフォメーション」に多数掲載しています。
利用者さんの話し相手や、レクリエーションの手伝い、将棋・囲碁等の趣味を活かしたボランティアなど、自分に
合ったボランティア活動を見つけられるかもしれません！
※「市民のためのボランティアインフォメーション」は、本会の窓口等で入手できるほか、本会のホームページからも閲
覧することができます。

豊田市ボランティア連絡協議会 賛同者全員集合を開催します！
令和２年度１回目の賛同者全員集合では、「そもそもボランティアとは？」をテーマに、参加者全員で意見交換を行
います。令和２年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、より「ボランティア」に注目が集まることが予想されま
す。賛同者のみなさんはもちろん、興味がある方でしたらどなたでも大歓迎です！
【日 時】 令和２年５月９日（土） 午前 10 時～正午
【場 所】 豊田市福祉センター ３階 交流コーナー
【参加費】 １人 100 円（茶菓子代）
◎申込み・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）

昨年の様子

ボランティアセンターへの相談 事例紹介～ボランティア活動を通しての障がいのある方との関わり ～
今月は、稲武地区の「障がいのある方がボランティアグループの一員として高齢者施設
で行っている活動」についてご紹介します！グループの代表者さんにお話を伺いました。
きっかけ
障がい者施設の職員から「利用者は歌うことが好きだが、歌える場所がない」との相談を受け、自分が経営している
スナックを昼間に開放し、歌ってもらうことを提案しました。月に１回利用される中で、利用者の方から「他の人に披露
したい」との要望がありました。自分たちが高齢者施設に訪問して踊りや歌の披露をしているボランティア活動に、一
緒に行ってみてはどうかと提案したところ、メンバーに加わりました。
現在の活動
昨年の 12 月に初めて高齢者施設を訪問し、一緒に歌ったところ、「他の施設でも活動がしたい！」
という前向きな希望がありました。今後は他の高齢者施設へも訪問し、一緒に歌っていきたいと思います。
ボランティアさんの感想
初めは“障がい”について理解をしていなかったため、障がいのある方たちを怖いと思っていました。関わっていく中
で、笑顔がみられたり、話しかけてくれるようになり、今では気さくに話せる関係になっています。これからもグループの
仲間として、共に活動し交流を深めていきたいと思っています。また、この活動をきっかけに障がいへの理解が広が
り、障がいのある方が気軽に様々なところへ行けるようになることを願っています。
◎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）
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紹介！
『小清水ふれあい朝市 おもちゃひろば』の代表・大澤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。
宮口神社で行われる「小清水ふれあい朝市」の開催日にあわせて月１回おもちゃ
ひろばを実施し、子どもから高齢者まで、朝市に来る人たちが、おもちゃを通じて交
流できるような場づくりに取り組んでいます。１月は、お手玉を投げ入れて遊ぶ「おけ
だま」や、神社の境内の中で積み木やボードゲームを使って遊びました。

メンバーさんで集合！

活動を始めるきっかけについて教えてください
以前から地域住民の憩いの場になっている「小清水ふれあい
朝市」に行った際、より地域の子育て世代が来やすく、多世代が
交流できる場になってほしいと感じました。そこで、朝市の開催
“おけだま”をしています！

この看板が
目印です

に合わせて、2017 年 10 月から活動を開始しました。

どんな時にやりがいを感じますか？

幅広い年齢の子どもたちが一緒に楽しく遊んでいる姿や、地域の方が子どもたちに話しかけてくれている様
子をみるとうれしくなります。また、メンバーは子育て中のママたちが中心です。子育て中だからこそ社会や地
域の活動に関われることや、自分たちのアイデアを形にできることもやりがいとなっています。
一言メッセージ
おもちゃひろばでは、ボードゲームや木のおもちゃを中心に遊ぶことができます。ぜひ親子で遊びに来てく
ださい♪朝市は、生産者さんとのふれあいができる楽しい朝市です！
※開催日等は Facebook や Instagram に投稿しています。「小清水ふれあい朝市 おもちゃひろば」で
検索してみてください。今後は、４月 18 日、５月２日、６月 14 日に開催予定です！
◎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）

【問題】
ひな祭りで食べられる「３色ひなあられ」に込
められた思いは次のうちどれでしょうか。

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。
63

〒471-0877

豊田市錦町 1-1-1

➀心がきれいになりますように
②１年を健康に過ごせますように
③将来の夢が叶いますように
☆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。

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

４月 15 日締切（当日消印有効）

【１月号の正解】

ねずみ
しまね県

しずおか県

みえ県

「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
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ボランティア作業のお知らせ
豊田市福祉センター３階交流コーナーでは、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２日（木）

★４月 24 日（金）

★５月７日（木）

★５月 28 日（木）

★６月４日（木）

★６月 24 日（水）

令和２年度ボランティア登録・活動保険についてのお知らせ
令和２年度（令和２年４月１日～令和３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
込み受付を令和２年３月２日（月）から（豊田市福祉センターは３月３日（火）から）豊田市社会福祉協
議会の受付窓口で開始します。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
ティア活動者自身がケガをした（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。
※保険加入には、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。
※グループで保険加入した場合は、加入したグループ以外のボランティア活動中

登録していただけると、ぼらん
てぃあだよりやメール等でボラ
ンティア情報を発信します！
ぜひ登録をお願いします！

の事故でも補償されます。

■補償期間
令和２年４月１日午前０時から令和３年３月 31 日午後 12 時まで
※途中加入の場合は、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
・加入申込書・ボランティア登録用紙（社協窓口で配布）
・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（加入者人数分）
・グループの場合、保険加入者全員の氏名（加入者名・加入プランを記載し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は、社協窓口で配布のパンフレットでご確認をお願いします。

・2019 年度の保険の補償期間は令和２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）

□■

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。

