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あなたもできる！

ボランティア

豊田市社会福祉協議会
ボランティアセンターイメージキャラクター

“ ボランティアをしてみたい“と思ったらお電話ください！！

ぼらんて君

ベルマーク
不要入れ歯

未使用、書き損じはがき

使用済み切手

新品のタオル

外国紙幣・コイン

問合せ先は、裏表紙をご確認ください。
ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」もチェックください！

（https://vc.toyota-shakyo.jp/）

豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターまで



 

 

 

 

 

 

 

 
１．豊田市社会福祉協議会で受け付けている収集活動 
 

P１   ①豊田市社会福祉協議会で集めているもの 

   P２   ②収集活動の流れ 

   P３～５  ③収集物の整理・寄付の方法等 

    

 

２．豊田市社会福祉協議会以外の団体で受け付けている収集活動 
 

P６～1２  豊田市社会福祉協議会で把握している窓口の紹介 

 

愛知県社会福祉協議会ホームページ 

（http://www.aichi-fukushi.or.jp/）に収集ボランティアの活動が紹介されています。 

参考にしてください。 

アクセス方法は、ＴＯＰページ・メインメニュー内「ボランティアの皆様のページ」 

⇒ ボランティアセンター 

⇒ 収集ボランティア活動紹介 です。 

 

 

   

毎日の生活の中で手軽に出来る 

収集ボランティアについて紹介します！ 

http://www.aichi-fukushi.or.jp/
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    １．豊田市社会福祉協議会で受け付けている収集活動 

①豊田市社会福祉協議会で集めているもの 

収集物 活用方法 

使用済み切手 

豊田市社会福祉協議会で日本切手と外国切手に整理され、

『（公社）日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）』へ

送付しています。 

切手収集家の協力により換金し、海外の医療活動資金とし

て役立てられています。 

未使用はがき 

・ 

書き損じはがき 

豊田市内の障がい者団体の『自立生活センター十彩（とい

ろ）』で活用されます。 

郵便局で切手に交換し、機関紙の郵送費として役立てられ

ています。 

ベルマーク 

豊田市内の児童養護施設『梅ヶ丘学園』へ寄付され『（公

財）ベルマーク教育助成財団』へ送付し、児童に必要な文具・

施設備品等に役立てられています。 

不要入れ歯 

（金属がついたも

の） 

豊田市福祉センター等に設置された回収ボックスに集まっ

た入れ歯（金属がついたもの）は、『ＮＰＯ法人日本入れ歯

リサイクル協会』に送られます。 

その入れ歯に使われている貴金属を精製することにより得

た収益金を、世界の子どもたちのためのユニセフ募金と、社

協に寄付されています。 

外国コイン・紙幣 
『（公社）日本キリスト教海外医療協力会』へ送付してい

ます。海外の医療活動資金として役立てられています。 

新品のタオル 

豊田市内の知的障がい者団体『ＮＰＯ法人まほうのらんぷ』

で活用されます。 

新品タオルで雑巾を作成し、家庭の新品の有休品とともに

フリーマーケット等で販売し、活動資金（働く場所・暮らす

場所の設立等の活動）として役立てられています。 

豊田市内の障がい者の働く場である『（福）豊田市育成会 

ジョイナスふれあい』で活用されます。 

作業所で作られる雑巾の材料として役立てられています。 

 



 

２ 

 

②収集活動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

皆さんが家庭や職場、学校等で、使用済み切手・書き損じはがき・ベルマーク等

を収集します。 

皆さんが集めたものを豊田市社会福祉協議会（社協）へ持参または郵送 

※不要入れ歯は豊田市福祉センターや社協支所に設置しているリサイクルボッ

クスへ 

社協から各関係団体に送付（寄付）します。 

毎月１回の収集物整理作業の日に 

ボランティアによって整理されます。 

●使用済み切手 
●ベルマーク 

●未使用はがき・書き損じはがき 

●不要入れ歯 

●外国コイン・紙幣 

●新品のタオル 

 

藤岡ボランティア連絡会 

★と き：毎月第２木曜日 午前９時～午後３時 

★ところ：豊田市藤岡福祉センターふじのさと 
 

 

豊田市社会福祉協議会 

★と き：毎月第１木曜日 午前10時～正午 

★ところ：豊田市福祉センター３階交流コーナー 
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 ③収集物の整理・寄付の方法等 
 

 

 

 

 

使用済み切手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★使用済み切手、未使用はがき・書き損じはがき、ベルマークの回収箱を、豊田市福祉

センター3階交流コーナー、１階受付に設置しています。（郵送可） 

★不要入れ歯（金属がついたもののみ）のリサイクルボックスを、豊田市福祉センター

玄関ホールや社協支所に設置しています。（郵送可） 

切手のまわりを最低１cm 残して切り取って

ください。 

はがきや封筒の台紙から切手をはがす必要は

ありません。 

封筒の切手の裏側の紙は切り取ってください。 

切手が破れているもの、折れているもの、汚れ

ているもの、まわりのギザギザが欠けている

ものはご遠慮ください。 

記念切手と通常の切手を分けたり、枚数を数えたり

する必要はありません。 

ただし、外国切手と日本の切手は分けてください。 

メータースタンプ（郵便局で切手の代わりに押される 

朱色のスタンプ・シール）は現在集めておりません。 



 

４ 

 

未使用はがき・書き損じはがき 

●そのまま寄付してください。 

※ポストに投函しておらず、消印処理がなされていない郵便はがきを集めています。 

 

 

ベルマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形も色も大きさも様々です。 

マークを切り取って、それぞれの会社

別で分けてください。 

切りそこなっても、会社名と点数が残

っていれば有効です。 

エプソン、キャノン、ブラザー製
の使用済みインクカートリッジ・トナーカー

トリッジのみ回収しています。 

上記以外のメーカーはベルマーク対象外とな

りますのでご注意ください！！ 



 

５ 

 

不要入れ歯（金属がついたもののみ） 

①入れ歯に熱湯をかけて消毒をしてください。 

②ビニール袋に入れ、不要入れ歯回収ボックス（下記写真参考）に入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国コイン・紙幣 

 

●そのまま寄付してください。 

 

新品のタオル 

 

●そのまま寄付してください。 

 

 

差し支えなければ、お名前と住所をご記
入いただいた用紙をビニール袋に同封し
てください。 
 

大型回収ボックス 

（豊田市福祉センターのみ設置） 

卓上型回収ボックス 

（社協支所に設置） 
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２．豊田市社会福祉協議会以外の団体で受け付けている収集活動 

 

 

 
 

 

収集物 収集団体 用途・注意事項等 

 

 

 

使用済み切手 

 

 

 

 

（公財）ジョイセフ  

市民社会連携グループ 収集ボランティア係 

TEL 03-3268-5877 FAX 03-3235-9774 

〒162-0843 

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館8階 

HP  https://www.joicfp.or.jp  

途上国のお母さんと赤ちゃんの命と

健康を守るホワイトリボン運動支援 

※日本の切手と外国の切手は分けて

ください。 

誕生日ありがとう運動本部 
TEL／FAX 078-360-1257 

〒650-0025 

兵庫県神戸市中央区相生町 4-3-1 神戸ストークビル 805 

HP  http://tanjyobiariga10.web.fc2.com/  

知的障がい者のための社会啓発運動

等に活用  

タンザニア・ポレポレクラブ 
TEL／FAX 03-3300-7234 

【問合せ先／事務局】 

〒182-0005 

東京都調布市東つつじヶ丘2-39-11アザレアヒルズ203 

【送り先／本部】 ※収集物は本部へお送りください。 

〒107-0062 

東京都港区南青山6-1-32-103 

HP  http://polepoleclub.jp/  

タンザニア・キリマンジャロ山麓の

植林活動を推進するために活用 

 

 

未使用はがき 

・ 

書き損じはがき 

 

 

“世界寺子屋運動”名古屋実行委員会 
TEL 052-581-5691 FAX 052-581-5629 

〒450-0001  

愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 

（公財）名古屋国際センター 交流協力課内 

HP http://terakoya-nagoya.com/ 

途上国にいる文字の読み書き計算の

できない人 （々非識字者）のための教

育環境づくりを支援。 

カンボジア・ネパール・アフガニスタ

ン・ミャンマーの子どもたちの教育

に活用 

（社福）中部盲導犬協会 
TEL 052-661-3111 FAX 052-661-3112 

〒455-0066 

愛知県名古屋市港区寛政町3-41-1 

HP  http://www.chubu-moudouken.jp/  

盲導犬の育成資金として活用 

使用済み・未使用切手も受付 

（公財）日本社会福祉弘済会 

TEL 03-5858-8125 FAX 03-5858-8126 

〒136-0071 

 東京都江東区亀戸1-32-8 

HP  http://www.nisshasai.jp/soratobu/index.html 

日本で使われなくなった車いすを日

本の工業高校生が修理・再生してア

ジアに贈るボランティア活動の支援 

 

豊田市社会福祉協議会で把握している窓口を紹介しています。 

※問合せおよび収集物の送付は直接団体にお願いします。 

※団体等へ収集物を送る際の送料は自己負担になります。 

https://www.joicfp.or.jp/
http://tanjyobiariga10.web.fc2.com/
http://polepoleclub.jp/
http://www.terakoya-nagoya.com/
http://www.chubu-moudouken.jp/
http://www.chubu-moudouken.jp/


 

７ 

 

収集物 収集団体 用途・注意事項等 

未使用はがき 

・ 

書き損じはがき 

（公社）シャンティ国際ボランティア会 
TEL 03-5360-1233（代）、03-6457-4585（直通） 

FAX 03-5360-1220 

〒160-0015 

東京都新宿区大京町31 慈母会館2階 

HP  https://sva.or.jp/support/action/  

アジアの子どもたちの教育文化支援

に活用 

（公財）オイスカ 中部日本研修センター 

TEL 0565-42-1101 

〒470-0328 

愛知県豊田市勘八町勘八27-56 

「子供の森」計画用の苗木支援費と

して、途上国の子どもたちの植林活

動の支援に活用 

認定NPO法人アイキャン 
TEL/FAX 052-253-7299 

※電話対応時間：火～土曜日 正午～午後7時００分 

〒460-0011 

 愛知県名古屋市中区大須3-5-4矢場町パークビル9階 

HP  http://www.ican.or.jp/j/postcard.html 

フィリピン・イエメン・ジブチの子ど

も達の教育や生活改善に活用 

 

（社福）日本介助犬協会 

介助犬総合訓練センター～シンシアの丘～ 
TEL 0561-64-1277  

※お問合せ・持ち込みの連絡：平日 午前９時～午後5時 

FAX 0561-64-1278 

〒480-1311 

愛知県長久手市福井1590-51 

HP  https://s-dog.jp/support/other/ 

医療費、フード代、犬具の購入

費、全国の介助犬希望者に対応

するための交通費、ワクチン接

種、治療費といった健康管理の

ための費用、犬舎管理の費用、訓

練のための交通費などの介助犬

育成のために活用 

※未使用の洗剤（洗濯用、食器

用）やフェイスタオルも集めて

います。 

上記を施設に持ち込む際は、事

前にお問合せをお願いします。 

 

外国コイン 

・ 

外国紙幣 

（公財）ジョイセフ  

市民社会連携グループ 収集ボランティア係  

TEL 03-3268-58７7 FAX 03-3235-9774 

〒162-0843 

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館8階 

HP  https://www.joicfp.or.jp 

途上国のお母さんと赤ちゃんの命と

健康を守るホワイトリボン運動支援 

※送付の際には必ず宅配便、または

郵便書留にてお送りください。 

 

（公財）オイスカ 中部日本研修センター 

TEL 0565-42-1101 

〒470-0328 

愛知県豊田市勘八町勘八27-56 

「子供の森」計画用の苗木支援費と

して、途上国の子どもたちの植林活

動の支援に活用 

 

 

 

 

 

 

https://sva.or.jp/support/action/
https://www.joicfp.or.jp/
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収集物 収集団体 用途・注意事項等 

未使用の 

金券 

（商品券・ビー

ル券・お米券

等） 

（公社）シャンティ国際ボランティア会 広報課 

TEL 03-5360-1233（代）、03-6457-4585（直通） 

FAX 03-5360-1220 

〒160-0015 

東京都新宿区大京町31 慈母会館2階 

HP  https://sva.or.jp/support/action/ 

アジアの子どもたちの教育文化支援

に活用 

（福）日本聴導犬協会 
TEL 0265-85-4615 FAX 0265-85-5088 

〒399-4301 

長野県上伊那郡宮田村7030-1 

HP  http://www.hearingdog.or.jp/  

聴導犬及び介助犬育成資金として 

活用 

ＮＰＯ法人ビッグイシュー基金 
【問合せ先／送り先】大阪事務所（事務局本部） 

TEL 06-6345-1517 FAX 06-6457-1358 

〒530-0003 

大阪府大阪市北区堂島2-3-2 堂北ビル4階 

【送り先】東京事務所 

TEL 03-6380-5088 FAX 03-6802-6074 

〒162-0811 

東京都新宿区水道町4-28 JC江戸川橋ビル2Ｆ 

HP  http://www.bigissue.or.jp/support_ind/index.html  

ホームレスの人たちの社会復帰支援 

（公財）オイスカ 中部日本研修センター 

TEL 0565-42-1101 

〒470-0328 

愛知県豊田市勘八町勘八27-56 

「子供の森」計画用の苗木支援費と

して、途上国の子どもたちの植林活

動の支援に活用 

（社福）日本介助犬協会 

介助犬総合訓練センター～シンシアの丘～ 
TEL 0561-64-1277  

※お問合せ・持ち込みの連絡：平日 午前９時～午後5時 

FAX 0561-64-1278 

〒480-1311 

愛知県長久手市福井1590-51 

HP  https://s-dog.jp/support/other/ 

医療費、フード代、犬具の購入

費、全国の介助犬希望者に対応

するための交通費、ワクチン接

種、治療費といった健康管理の

ための費用、犬舎管理の費用、訓

練のための交通費などの介助犬

育成のために活用 

※未使用の洗剤（洗濯用、食器

用）やフェイスタオルも集めて

います。 

上記を施設に持ち込む際は、事

前にお問合せをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

https://sva.or.jp/support/action/
http://www.hearingdog.or.jp/
http://www.bigissue.or.jp/support_ind/index.html
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収集物 収集団体 用途・注意事項等 

 

未使用・半使用 

テレフォンカード 

ＮＰＯ法人ビッグイシュー基金 
【問合せ先／送り先】大阪事務所（事務局本部） 

TEL 06-6345-1517 FAX 06-6457-1358 

〒530-0003 

大阪府大阪市北区堂島2-3-2 堂北ビル4階 

【送り先】東京事務所 

TEL 03-6380-5088 FAX 03-6802-6074 

〒162-0811 

東京都新宿区水道町4-28 JC江戸川橋ビル2Ｆ  

HP  http://www.bigissue.or.jp/support_ind/index.html  

ホームレスの人たちの社会復帰支援 

使用済み 

テレフォンカード 

誕生日ありがとう運動本部 
TEL／FAX 078-360-1257 

〒650-0025 

兵庫県神戸市中央区相生町 4-3-1 神戸ストークビル

805 

HP  http://tanjyobiariga10.web.fc2.com/ 

知的障がい者のための社会啓発運動

等に活用 

アルミ缶 

（一社）環公害防止連絡協議会 
【問合せ先／資料請求先】環公害防止連絡協議会 本部事務局 

TEL 0743-89-0479 FAX 0743-89-0614 

【奈良県大和郡山市】 

※間違って本部へ送付されるため、番地は省略しています。 

【送り先】環公害防止連絡協議会 兵庫工場 

TEL 080-3828-0479 

〒669-1401 

兵庫県三田市小柿26 

HP  http://kankoubou.jp/  

換金して車いすに交換 

（福）中部盲導犬協会 
TEL 052-661-3111 FAX 052-661-3112 
〒455-0066 

愛知県名古屋市港区寛政町3-41-1 

HP  http://www.chubu-moudouken.jp/  

盲導犬の育成資金として活用 

使用済み 

割り箸 

王子ホールディングス（株） 
【問合せ先】王子ホールディングス（株）環境経営推進室 

TEL 03-3563-7020 FAX 03-3563-1139 

〒104-0061 

東京都中央区銀座4-7-5 

【送り先】王子製紙（株）春日井工場 環境管理室 

TEL 0568-85-2310 

〒486-0834 

愛知県春日井市王子町１ 

HP  https://www.ojiholdings.co.jp/ 

※発送の注意点はホームページをご確認ください。 

はがき、コピー用紙、ティッシュ等の

製紙原料の一部として活用 

 

対象外 竹箸、塗箸、スプーン、フォ

ーク、食べかす、紙、フィルム、ひも、

かまぼこの板、焼けこげた箸、その他

のごみ 

 

 

 

 

プルタブのみＯＫ 

http://www.bigissue.or.jp/support_ind/index.html
http://tanjyobiariga10.web.fc2.com/
http://kankoubou.jp/
http://www.chubu-moudouken.jp/
http://www.chubu-moudouken.jp/
https://www.ojiholdings.co.jp/


 

１０ 

 

収集物 収集団体 用途・注意事項等 

学用品 

・ 

文房具 

（公財）ジョイセフ  

市民社会連携グループ 学用品収集係 
TEL 03-3268-5877 FAX 03-3235-9774 

〒162-0843 

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館8階 

HP  https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/  

 

※2箱以上送付の場合お問合せ下い。。 

途上国の子どもたちに学用品を贈る

運動支援 

対象 鉛筆（削っていないもの）、消し

ゴム、ボールペン、色鉛筆、ノート、鉛

筆削り（手動で動くもの） 

※新品のものに限ります。 

対象外 はさみ・カッター等の刃物類、

楽器類、ホチキス・シャープペンシル等

の補充物が必要なもの 

※輸送費として、ダンボール1箱につき

3,000 円もしくは書き損じはがき 62

枚以上（63円の場合）が必要です。 

食品 

NGO マザーランドアカデミーインターナショナル 

（命の等しさ尊さを行動で子供達に伝える母の会） 

TEL 03-3450-5829 

※電話対応時間：平日 午後9時～午後10時 

FAX 03-5461-8929 ※24時間対応 

〒140-0004 

東京都品川区南品川5-16-14 

HP  http://www.mother-land.org/ 

海外からの要請を受け、避難民や難

民支援のために活用 

※物資の受付先は宅配業者ごとに異

なるので、事前にハガキにてお問合

せ下さい。 

セカンドハーベスト名古屋 

TEL 052-913-6280 FAX 052-913-6281 

Ｅメール info@2h-nagoya.org 

〒462-0831 

愛知県名古屋市北区城東町7-148 

HP  https://www.2h-nagoya.org/  

※寄付する際はＨＰをご確認ください 

生活に困った方などに届けるフード

バンク活動への活用 

※賞味期限が1ヶ月以上残っている

未開封の常温保存食品が寄付の対象

となります。 

認定ＮＰＯ法人 難民支援協会 

TEL 03-5379-6001 

Ｅメール support@refugee.or.jp 

〒101-0065 

東京都千代田区西神田2-5-2ＴＡＳビル4階 

HP  https://www.refugee.or.jp/ 

※寄付する際はＨＰをご確認ください 

難民を支援するために活用 

※食料品・衣料・生活用品など、 

時期によって必要な物が変わるため

HPでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リサイクルステーション」とは、家庭から排出される古紙・古布・飲料缶・ペットボトル等の「資源」を回収し、

一時保管する常設の拠点施設（ステーション）です。回収した「資源」は製品等に再生利用されます。 

※設置箇所・回収物については豊田市役所ホームページ（http://www.city.toyota.aichi.jp/）をご参照ください。 

 

ＴＯＰ⇒市政情報⇒環境部⇒ごみ減量推進課⇒リサイクルステーション 

豊田市内各地に「リサイクルステーション」が設置されています！ 

https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/
http://www.mother-land.org/
mailto:support@refugee.or.jp
https://www.refugee.or.jp/
http://www.city.toyota.aichi.jp/


 

１１ 

 

収集物 収集団体 用途・注意事項等 

中古衣料 

ＮＰＯ法人日本救援衣料センター 

【問合せ先】 

ＴEL 06-6271-4021  FAX 06-6271-4022 

〒541-0052 

大阪市中央区安土町1-5-8 本町DSビル803 

HP  http://www.jrcc.or.jp/donation.html#soufusaki  

※送付方法は、ホームページをご確認ください。 

【送り先】 

TEL 078-441-2641 

※この電話は送付状に記入する為だけの番号です。 

通じないのでご注意ください。 

〒658-0023 

兵庫県神戸市東灘区深江浜町22-2 

世界各地の難民や避難民、被災者等

を対象に衣料品の寄贈 

※海外輸送費の振込みが必要です。

（衣料10kgまでにつき1,500円

程度） 

※「毛布のみ」「多量の新品衣料」「50

箱以上」の場合は送付前に連絡が

必要です。 

愛知県再生繊維協同組合（株式会社オノキヨ） 

難民救済衣料取扱所 

TEL 052-821-8895 FAX 052-821-8898 

〒467-0853 

愛知県名古屋市瑞穂区内浜町3-5 

HP  http://www.nanmin-kyusai.com/eco_naka.html  

東南アジアやアフリカ各国で再生 

活用 

対象外 片方のみの靴下、パンスト、

企業名の入っている作業服、綿が入

っている布団とまくら（毛布を可） 

ＮＧＯマザーランドアカデミーインターナショナル 

TEL 03-3450-5829 

※電話対応時間：平日 午後9時～午後10時 

FAX 03-5461-8929 

〒140-0004 

東京都品川区南品川5-16-14 

HP  http://www.mother-land.org/  

※資料請求用住所であり物資の送付先ではありません。 

※物資の受付日、受付場所は、資料と一緒にお送りする｢受付

要項｣でお知らせいたします。 

 海外からの要請を受け、避難民や難

民支援のために活用 

 ※受付日（年間20～25回）と受付

場所（各宅配会社等で受付場所が異

なる）を選びご協力いただくため、

初めてご協力くださる方は必ず 

はがきで資料請求をしてください。 

認定ＮＰＯ法人ブリッジエーシアジャパン 

【問合せ先】東京事務所 

TEL 03-3372-9777 FAX 03-5351-2395 

〒151-0071 

東京都渋谷区本町3- 48-21 新都心マンション303号 

HP  http://www.baj-npo.org/Donation/index06.html  

【送り先】BAJ倉庫 

〒662-0934 

兵庫県西宮市西宮浜3-14-4 BAJ倉庫 日光物産気付 

※1回に30箱以上になる場合は、事前にBAJ東京事務所 

まで連絡してください。 

古着は古着業者に買い取られ、その

収益はBAJのミャンマー、ベトナム

の活動資金として活用 

※必ずダンボールか紙袋等に入れて

お送りください。 

※注意点等の詳細は、ホームページ

をご確認ください。 

 

 

 

 

http://www.jrcc.or.jp/donation.html#soufusaki
http://www.nanmin-kyusai.com/eco_naka.html
http://www.mother-land.org/
http://www.baj-npo.org/Donation/index06.html


 

１２ 

 

収集物 収集団体 用途・注意事項等 

 

 

古本 

CD 

DVD 

ゲームソフト 

（公社）シャンティ国際ボランティア会 広報課 

TEL 03-5360-1233（代）、03-6457-4585（直通） 

FAX 03-5360-1220 

〒160-0015 

東京都新宿区大京町31 慈母会館2階 

HP  https://sva.or.jp/support/action/ 

アジアの子どもたちの教育文化支援

に活用 

※CD・DVD 等は 5 点以上、書籍やコ

ミックなどの本は30点以上から申込み

可能。 

※直接送付ではなく、事前にホームペー

ジもしくは電話でお申込みください。 

タンザニア・ポレポレクラブ 
TEL／FAX 03-3300-7234 

【問合せ先／事務局】 

〒182-0005 

東京都調布市東つつじヶ丘2-39-11アザレアヒルズ203 

【送り先／本部】 ※収集物は本部へお送りください。 

〒107-0062 

東京都港区南青山6-1-32-103 

HP  http://polepoleclub.jp/ 

タンザニア・キリマンジャロ山麓の

植林活動を推進するために活用 

※送付方法等について、事前にホー

ムページや電話にてご確認くださ

い。 

（公財）オイスカ 中部日本研修センター 

TEL 0565-42-1101 

〒470-0328 

愛知県豊田市勘八町勘八27-56 

子供の森」計画用の苗木支援費とし

て、途上国の子どもたちの植林活動

の支援に活用 

※事前に電話でお申込みください。 

日本赤十字社 × ブックオフオンライン 

【問合せ先／ブックオフオンラインカスタマーセンター】 

TEL 0120-25-2902 

※必ず「日本赤十字社からの申込み」とお伝えください。 

【申込み先】 

下記のHP内の「申込み専用フォーム」でお申込みください。 

HP  http://www.bookoff-online.jp/alliance/jrc-or.html  

【担当】日本赤十字社愛知県支部  

TEL 052-971-1591 

※申込み等については、上記の問合せ先に連絡してください。 

日本赤十字社愛知県支部の人道支援

活動等に活用（ブックオフからも買

取代金分の10％分が上乗せされ、寄

付されます） 

※本（雑誌不可）30冊以上、CD・DVD・

ソフト5点以上からお送り可能。 

※寄付受領証は発行されません。 

アイキャン × ブックオフオンライン 

【申し込み先/アイキャン日本事務局】 

TEL/FAX 052-253-7299 

メール info@ican.or.jp 

※事務局に電話・FAX・メールでお問い合わせ下さい 

HP http://www.ican.or.jp/ 

フィリピンやイエメンの子ども達の

生活向上に活用 

 

https://sva.or.jp/support/action/
http://polepoleclub.jp/
http://www.bookoff-online.jp/alliance/jrc-or.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

収集活動は、 

①何を集めるのか 

②それが何に役に立っているのか 

③どこに、どのように送るのか 

をよく調べてから始めましょう！ 

「私たちの施設・団体はこんなものを集めている」 

「こういうものを集めている施設・団体を知っている」と

いう情報をお知りの方は、ぜひボランティアセンターまで

情報をお寄せください！ 



※記載内容は令和２年７月１日現在の情報です。

上郷出張所（土・日曜日、祝日休み）

担当：上郷・末野原 中学校区

〒470－1218

豊田市上郷町5丁目1番地1

（上郷コミュニティセンター内）

電 話：（０５６５）４１－５０８８

ＦＡＸ：（０５６５）４１－５０９９

猿投出張所（土・日曜日、祝日休み）

担当：井郷・石野・猿投・猿投台・保見 中学校区

〒470－0373

豊田市四郷町東畑70番地1

（猿投コミュニティセンター内）

電 話：（０５６５）４１－３０８２

ＦＡＸ：（０５６５）４１－３０８３

高岡出張所（土・日曜日、祝日休み）

担当：前林・竜神・若園・高岡 中学校区

〒473－0933

豊田市高岡町長根51番地

（高岡コミュニティセンター内）

電 話：（０５６５）８５－７７２０

ＦＡＸ：（０５６５）８５－７７３３

高橋・松平出張所（土・日曜日、祝日休み）

担当：高橋・益富・松平・美里 中学校区

〒471－0014

豊田市東山町2丁目1番地1

（高橋コミュニティセンター内）

電 話：（０５６５）８５－１１２０

ＦＡＸ：（０５６５）８５－１１２２

旭支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒444－2824

豊田市池島町屋ヶ平２２番地

（豊田市老人福祉センターぬくもりの里内）

電 話：（０５６５）６８－３８９０

ＦＡＸ：（０５６５）６８－２８０１

足助支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒444－2424

豊田市足助町東貝戸１０番地

（豊田市介護予防拠点施設足助まめだ館内）

電 話：（０５６５）６２－１８５７

ＦＡＸ：（０５６５）６１－１１１５

稲武支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒441－2521

豊田市桑原町中村５番地

（豊田市稲武福祉センター内）

電 話：（０５６５）８２－２０６８

ＦＡＸ：（０５６５）８２－３６０４

小原支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒470－0564

豊田市沢田町梅ノ木５７４番地

（豊田市小原福祉センターふくしの里内）

電 話：（０５６５）６５－３３５０

ＦＡＸ：（０５６５）６５－３７０５

下山支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒444－3252

豊田市神殿町中切７番地２

（豊田市下山保健福祉センターまどいの丘内）

電 話：（０５６５）９０－４００５

ＦＡＸ：（０５６５）９０－２４１９

藤岡支所 （土・日曜日、祝日休み）

〒470－0451

豊田市藤岡飯野町坂口１２０７番地２

（豊田市藤岡福祉センターふじのさと内）

電 話：（０５６５）７６－３６０６

ＦＡＸ：（０５６５）７６－３６０８

ボランティアセンター （日・月曜日、祝日休み）

〒471－0877 豊田市錦町1丁目1番地1（豊田市福祉センター２階）

電 話：（０５６５）３１－１２９４

ＦＡＸ：（０５６５）３３－２３４６


