ＮＰＯ法人たすけあい三河入会申込書
申込年月日
.
.
氏名 フリガナ

TEL
FAX
生年月日
.

.

勤務先(会社名)

住所
〒

性別
男・女

個人会員

フリガナ

たすけあいと時間預託

携帯&PHS
E-mail
職業
出身地
TEL

血液型
FAX

資格･特技･趣味（番号に○をつけて下さい。複数選択可）
1 医師 2 看護師 3 ﾍﾙﾊﾟｰ( 級) 4 教員免許 5 養護教員
6 手話 7 障害者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8 ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 9 保育士 10 栄養士
11 福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 12 調理師 13 衛生管理者 14 大工
15 ﾏｯｻｰｼﾞ師 16 電気工事 17 園芸技士 18 自動車免許 19 通訳
20 建築士( 級) 21 ｶﾞｲﾄﾞ 22 宅建取引主任 23 社会保険労務士
24 危険物取扱主任 25 行政書士 26 税理士 27 ｶﾗｵｹ 28 ｺｰﾗｽ
29 園芸 30 珠算簿記 31 ﾜｰﾌﾟﾛ･ﾊﾟｿｺﾝ 32 楽器演奏 33 読書
34 洋裁 35 和裁 36 編み物 37 手芸 38 書道 39 華道
40 茶道 41 無線 42 水泳 43 ﾃﾆｽ 44 ｺﾞﾙﾌ 45 ｽｷｰ 46 野球
47 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 48 陸上競技 49 登山 50 ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ 51 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
52 魚釣り 53 社交ﾀﾞﾝｽ 54 旅行 55 ｽﾎﾟｰﾂ観戦 56 映画鑑賞
57 音楽鑑賞 58 演劇鑑賞 59 歴史探訪 60 囲碁 61 将棋
62 麻雀 63 版画 64 ｶﾒﾗ 65 木彫り 66 絵画 67 陶芸 68 語学
69 短歌･俳句 70 理･美容師 71 介護保険ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
72 介護福祉士 73 社会福祉士 74 介護相談員
75 その他（
）
･NPO 法人たすけあい三河に参加される動機をお聞かせ下さい。

「ＮＰＯ法人たすけあい三河」のたすけあいは、日常生
活が不自由になり、少し助けてもらえれば、ほぼ自立し
た生活ができる在宅の高齢者、障害者及び困難者を抱え
ている家庭にお手伝いにお伺いするたすけあい活動で
す。市民が自発的に発足させた団体で、お手伝いしたり、
お手伝いされたりすることによりたすけあうことの大
切さが広く社会に理解され、温かな人間関係が育ち、豊
かな地域社会ができることを願っています。
いつでも、どこでも、誰でも、どんな小さなお手伝いに
も即駆けつけています。また、有償制を取り入れており、
活動したボランティア(時間)は寄付を受け取るか、時間
預託にするかは本人の自由選択となります。尚、時間預
託は家族単位とし、本人以外にも家族のために、後日サ
ービスを受けることが可能となります。相互扶助の精神
を持ち、たすけあい活動により、住み慣れた地域で安心
して暮らしていける豊かな社会作りをめざしましょう。

NEWS
･小中学生会員、シルバー会員新規会員募集中
･小学生から中学生(6 才～15 才)までは入会金、年
会費とも無料で参加できます。
・シルバー会員（60 歳以上の方）は入会金が無料
で参加できます。年会費のみ必要です。
尚、こども志向塾は小学生３年から参加できます。

ごあんない

瓦町交差点

国道１号線

･NPO 法人たすけあい三河への希望、又は意見等何でもお書き下さ
い。

NPO 法 人 た す け あ い 三 河
ボランティアたすけあいネット

江戸すし

喫茶Hoshi

〒

ＷＡＣビル
たすけあい三河

南瓦町交差点

かつ時

文化会館

受付
.
.
お申込は FAX(0532)56-0702 又は郵送でお願いいたします。
NPO 法人たすけあい三河 〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1
W･A･C ﾋﾞﾙ 2F

TEL(0532)52-4315 FAX(0532)56-0702
E - m a i l wac-net@hotmail.co.jp

殿田橋交差点

アピタ向山

ＮＰＯ法人たすけあい三河
〒440-0823 豊橋市南瓦町

14-1 WAC ビル 2F
TEL(0532)52-4315 FAX(0532)56-0702

たすけあいコールセンター
△0532-52-4315

みんなの居場所
向山大池町

おいでん！！

NPO 法人たすけあい三河とは
ＷＡＣの基本理念のもと２０００年２月に豊橋
で生まれました。地域にたすけあいの輪を拡げ、
元気で豊かな地域社会、人が人を信じることの
できる地域社会づくりをたすけあいボランティ
アの組織とともに創ろうと組織されました。そ
れはだれもがその個性と人格を尊重される共生
社会を実現すること、また住み慣れた地域で心
豊かに暮らし、困ったときも安心して過ごせる
福祉コミュニティを実現するために、たすけあ
い、育ち合いの理念による「たすけあい活動」
と通じて生活文化の向上を図ることを目的とし
ています。

ボランティア活動のしくみ

※６０歳以上は入会金無料
サービス
を提供す

ボランティア

２．高齢者、障害者、及び働く女性に対する支援活動を
ヘルプサービスとして確立していきます。
３．地域社会にたすけあいボランティアの精神とこころ
を持つ人材を育成します。

事務局から
連絡があり

仕事内容を

都合がつけば 預託手帳に

事務局に登録

実施する

サービス

サービスを

預託がないときは 1 時間

人

ＮＰＯ法人たすけあい三河の活動事業がすべて
利用できます。
①ホームヘルプサービス
②子育て支援サービス
③交通移送サービス
④地域たすけあい学習会
⑤こども志向塾
⑥歌カフェ
⑦シルバーのためのアイフォン教室
⑧自分史塾
⑨介護教室
⑩料理教室
⑪からだの健康元気塾
⑫脳の健康元気塾
⑬平成養生塾
⑭成年後見塾
⑮エンディングノートの作成・講座

会費

入会金 ５，０００円
年会費 ５，０００円（年間一括払）
※一家族２人目からは入会金無料

受けたいとき ９００円の寄付と交通費を、

電話連絡

時間預託のある人は交通費
だけを事務局へ払う

あなたにできるボランティア
こんなこと困っていませんか？ こんなことしませんか？

家庭内外の仕事

４．高齢者、障害者及び働く女性にイベント企画を通し
てコミュニケーション・交流の機会を作っていきま
す。

ＳＯＳ！困った時はすぐに！！

話し相手/朗読、手話、相談、助言、代筆など

■市民後見センターとよはし

利点

記録

庭の手入れ/草むしり、剪定、園芸など
住宅の改修/棚つり､襖や障子の張替え､電球交換､日曜大工など
送迎/車や車いすを使っての送迎活動
家事援助/掃除、洗濯、買い物、調理、縫い物、留守番など
代行/金融機関、医療機関への諸手続き、墓参り、買い物など

市民による市民のためのワンストップ相談窓口

誰でも参加できます（老若男女問わず）

をした時間を

る人

を受ける

資格

ボランティア

のできる日と

は事務局へ

１．地域社会にたすけあいボランティアの輪を拡げてい
きます。

入会申込み 個人会員
だれでも参加できます
入会金５，０００円
年会費５，０００円

■個人会員募集中

精神的なサービス
介助、介護
オムツ交換、清拭、体位交換、入浴介助、リハビリ補助、外出
介助など

■東三河権利擁護センター

特技や資格を生かしたサービス

■生活困窮者支援センター

散髪、指圧、マッサージ、財産相談、学習指導、パソコン指導

■くらサポ市民生活支援センター

若いお母さんの子育て支援

開設中！！

産前、産後の家事援助、幼稚園児の送迎、預かり
※ 有償ボランティアのご利用は介護及び子育て支援に限ら
せて頂きます。

■たすけあい活動
時間預託ボランティア・有償ボランティア
サービス利用 誰でも利用できます
①ホームヘルプサービス
・高齢者、障害者にむけてのホームヘルプサービス
（１，２００円／時間 交通費別）
②子育て支援サービス（ＷＡＣビル内）
・指定場所での子育て支援サービス
（６００円／時間）
サービス提供 ※登録が必要となります
①ホームヘルプサービス
（有償ボランティア活動 ９００円／時間＋交通費）
②子育て支援サービス
（有償ボランティア活動 ９００円／時間）

