
「 東 北 関 東 大 震 災 義 援 金 」 の 募 集 に つ い て 

２０１１年（平成２３年）３月１１日に発生した地震については，東北地方を中心に広 

範囲に甚大な被害が生じており，つぎのとおり義援金を募集します。ご協力をお願いい 

たします。 

１．募集期間 

2011 年(平成 23年)3 月 14 日（月）から 9月 30 日（金）まで 

２．募集方法 

(1)日本赤十字社広島県支部福山市地区へ持参の場合 

福山市地区（福山市社会福祉協議会）で領収し，日本赤十字社広島県支部へ送金 

します。 

(2)広島銀行から直接振込の場合 

口座番号 広島銀行 大手町支店（普）３３２９３１３ 

口座名義 日本赤十字社広島県支部長 湯﨑英彦 

手数料 広島銀行間は,送金手数料は無料です。 （他行からは,手数料が必要です。） 

※ 通信欄に必ず「東北関東大震災義援金」と明記してください。 

(3)もみじ銀行から直接振込の場合 

口座番号 もみじ銀行 鷹野橋支店（普）１７４０２９４ 

口座名義 日本赤十字社広島県支部長 湯﨑英彦 

手数料 もみじ銀行間は,送金手数料は無料です。 （他行からは,手数料が必要です。） 

※ 通信欄に必ず「東北関東大震災義援金」と明記してください。 

ボランティア活動に参加したい！市民のためのボランティア情報誌 

ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ） 
●住所 〒720-8512 福山市三吉町南 2-11-22 福山すこやかセンター内 

●電話 ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 
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東北関東大震災 被災されたみなさまへ 

心からお見舞い申しあげます。 

続く 

※ 広島銀行・もみじ銀行は，募集期間は 2011 年（平成 23年）5月 13 日（金）まで 

(4)郵便局・ゆうちょ銀行から振込の場合 

口座記号番号 ００１４０－８－５０７ 

口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金 

(5)クレジットカード・コンビニエンスストア・Ｐay-easy 

日本赤十字社のホームページから手続きできます。 

３．お問い合わせ 

日本赤十字社広島県支部福山市地区（事務局：福山すこやかセンター内） 

福山市三吉町南二丁目１１番２２号 

電話：９２８－１３３０ ファックス：９２８－１３３１ 

東北関東大震災の被災地でボランティアをしたいと思っている方へ 

ボランティア活動には、冷静な判断と行動が求められます。 

テレビなどで災害の発生を知った時、「何か手助けをしたい」と考える人も多いのではないでしょ 

うか。確かにボランティア活動は、特別な資格を必要とせずに、自らの意思と責任で参加することが 

できます。ただし、災害発生直後の被災地は混乱状態であるため、すぐに行動に出るのは慎まなけれ 

ばなりません。被災地域は、災害がもたらした大きな混乱の中で現状の把握、さらに消火活動や人命 

救助などに全力で取り組んでいる段階にあり、まだ被災地以外からのボランティアを受け入れる体制 

は整っているとはいえません。自らの判断で被災地へ向かうことは、かえって混乱を招く結果になる 

ことを覚えておきましょう。数日間にわたって状況を見守ることがとても大切なのであり、特にボラ 

ンティア経験の浅い人は、じっくりと情報収集に努め、的確な判断と行動を心がけましょう。 

本当に求められるのは、救援物資？それとも義援金？ 

災害発生のニュースを聞いて、何か手助けをしたいという考えから、救援物資を送りたいと思う人 

も多いと思います。 

しかし個人で救援物資を送ろうとする場合、被災地が本当に必要としているものを的確に送ること 

は難しく、復興のさまたげになります。さらに役立ててもらえなかった物資の多くは、多額の費用を 

かけて処分しなければなりません。被災地のことを考えた時、個人で救援物資を送るよりも、むしろ 

義援金の募金に回したほうが良いかもしれません。義援金は被災者の方々に配分され、災害復興の大 

きな原動力となります。 

献血もひとつの支援です。 

災害発生により、他の圏域から血液を被災地に送ることにより、周囲の血液ストックが不足する事 

態が過去の災害支援の状況から予想されます。みなさんの体調が許すようなら、お近くの献血セン 

ターに立ち寄るのもひとつの支援のかたちといえます。 

（参考：全国社会福祉協議会・NHK ボランティアネット・日本ボランティアコーディネーター協会のホームページより） 

3 月 17 日の段階で被災地へ紹介することは困難ですが，関連情報を収集してお届けします。お問い 

合わせください。 

福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター 電話０８４－９２８－１３４６ 

ＦＡＸ０８４－９２８－１６２２



ボランティア募集 NO.184 利用者と一緒にお花見しながら散策を楽しんでください。【行事】 

福山市王子町にある高齢者のための施設「グループホーム春」では、つぎの日程でお花見散歩にで 

かけます。そこで利用者の車イスを押しながら、話し相手になっていただけるボランティアを募集し 

ています。施設の職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月６日（水）１０：００～１４：００ 

● 集合場所 グループホーム春（福山市王子町 1‐4‐5：地図の送付可能です） 

● 募集人数 ４人 

● そ の 他 昼食は主催者で準備します。 

お花見は、王子町から三吉町南を徒歩で散策する予定です。 

ボランティア募集 NO.185 夜のすこやかセンターで託児ボランティアをしませんか？ 

障がいのある子どもをもつ保護者の団体「福山手をつなぐ育成会」では、つぎの日程で定例会を行 

います。そこで保護者と一緒に来ている子どもたち（小学生）と、遊んでいただけるボランティアを 

募集しています。定例会は夜間に行われ、子どもたちはすこやかセンターの中を行き来しながら、時 

間を過ごすので、ボランティアの見守りがあるととても助かります。会の保護者が役割を分担します 

ので、どなたでも参加できる活動です。（募集人数 各日１～２人） 

● 活動日時 ３月２５日（金） １９：３０～２１：３０ 

● 集合場所 福山すこやかセンター ３階団体活動室（福山市三吉町南 2-11-22） 

ボランティア募集 NO.186 総会の間、子どもたちと遊んでいただける方を募集しています。【行事】 

障がいのある子どもをもつ保護者の団体「福山手をつなぐ育成会」では、つぎの日程で総会を行い 

ます。そこで保護者と一緒に来ている子どもたち（小学生）と、遊んでいただけるボランティアを募 

集しています。会の役員が役割を分担しますので、どなたでも参加できる活動です。 （募集人数３人） 

● 活動日時 ４月２４日（日） １３：３０～１６：３０ 

● 集合場所 福山すこやかセンター ３階団体活動室（福山市三吉町南 2-11-22） 

ボランティア募集 NO．187 子どもたちの遊び場を盛り上げていただける方を募集しています！【行事】 

福山市千田町にある子どもたちのための「冒険遊び場てんぐりかっぱ」では、つぎの日程で遊び場 

の日に子どもたちと一緒に遊んでいただけるボランティアを募集しています。ボランティアの内容は、 

受付や料理の補助、片づけ、子どもたちの工作の補助などをしていただきます。主催者がお願いした 

いことなどを最初にお伝えするので、子ども好きな方や、体を動かして作業をするのが好きな方でし 

たら、どなたでも気軽に参加できる活動です。（募集人数 ２～３人） 

● 活動日時 遊び場の日 ４月２４日（日）９：３０～１５：３０ 

● 活動場所 冒険遊び場てんぐりかっぱ（福山市千田町薮路 ： 地図の送付可能です） 

● そ の 他 昼食と飲み物を準備してください。 

ボランティア募集 NO．188 赤ちゃんを抱っこしてあやしていただける方を募集しています。 

福山市保健所ではつぎの日程で離乳食講習会を行います。そこで赤ちゃん（３～７か月）を、抱っ 

こしてあやしていただけるボランティアを募集しています。担当の保健師や栄養士が役割を分担しま 

すので、子ども好きな方であれば、どなたでも気軽に参加できる活動です。（募集人数 各６～９人） 

● 活動日時 ４月２０日（水）１０：００～１１：４５または、１３：３０～１５：３０ 

※いずれかの時間で活動可能です。 

● 持 参 物 エプロン 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 

高齢者に関する活動 

子どもに関する活動 

子どもに 

関する活動 

子どもに関する活動 

ボランティア募集 NO.189 男の子の着替えを手伝っていただける方を募集しています。【通年】 

障がいのある子どもをもつ保護者の団体「神辺育成会」では、毎月第４土曜日に、福山すこやかセンターの 

プールを利用した水浴訓練を行っています。そこで子どもたち（小・中・高校生）のプールの補助をしていただけ 

るボランティアを募集しています。会の役員が役割を分担しますので、気軽に参加できる活動です。なお、プー 

ルに入る子どもは男の子が多いため、できれば同性の方にプールの補助をお願いしたいです。活動の頻度な 

どは協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動日時 毎月第４土曜日 １３：００～１４：００ 

● 集合場所 福山すこやかセンター １階水浴訓練室（福山市三吉町南 2-11-22） 

ボランティア募集 NO.190 デイサービス利用者のお話を聴いてください。【通年】 

福山市神辺町にある高齢者の施設「静方園」では、デイサービスの利用者の話し相手になっていた 

だけるボランティアを募集しています。活動日は、毎週火・水・木曜日の１１：００～１５：００の 

間で、都合がつく日や時間で活動可能です。なお、初回は社協職員も同行いたします。 

● 活 動 日 毎週火・水・木曜日 １１：００～１５：００（月に１～２回の活動も可能です） 

● 活動場所 静方園デイサービスセンター（福山市神辺町湯野 30‐9：地図の送付可能です） 

ボランティア募集 NO.191 編み物を少し教えていただける方を募集しています。【通年】 

福山市水呑町にある高齢者の施設「サンスクエア沼南」では、入所している利用者へ編み物の楽し 

さを教えていただけるボランティアを募集しています。現在、入所者６人で編み物サークルを作って 

活動していますが、わかりにくいところなどを、少し教えていただきたいです。サークルの活動日は 

毎週金曜日の１０：００～１１：３０ですが、活動の頻度は協力いただける方と相談しながら決めて 

いきます。なお、編み物の毛糸は施設で準備します。 

● 活 動 日 毎週金曜日 １０：００～１１：３０（月に１～２回の活動も可能です） 

● 活動場所 介護老人保健施設 サンスクエア沼南（福山市水呑町 3332‐1：地図の送付可能です） 

ボランティア募集 NO.192 作業を手伝っていただける方を募集中！【通年】 

障がいのある人たちの作業所「あいあい広場（福山市神辺町徳田字原ノ丁 1848）」では、利用者が 

行う自主製品の製作時の補助や、スポーツや畑の手伝いなどを一緒にしていただけるボランティアを 

募集しています。作業所の職員が役割などを分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。 

なお活動の頻度や日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

ボランティア募集 NO.193 将棋の相手になっていただける方を募集しています！【通年】 

福山市春日町にある高齢者施設「ありがとうミラクルデイサービス」では、毎週火曜日の 14～15 
時に、利用者の将棋の相手になっていただけるボランティアを募集しています。将棋を楽しんでいる 

利用者は現在２～３人おられますが、対戦相手がいつも同じため、たまには他の人とも将棋を指した 

いとの希望があります。一緒に将棋を楽しんでいただける方であればどなたでも参加できる活動です。 

なお、活動の頻度などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 ありがとうミラクルデイサービス（福山市春日町浦上 1211：地図の送付可能です） 

ボランティア募集 NO.194 心おきなく利用者に将棋を楽しんでいただきたいです。【通年】 

福山市神辺町にある高齢者施設「リーフ神辺」では、利用者の将棋の相手になっていただけるボラ 

ンティアを募集しています。普段は職員が仕事の合間に対戦相手になっていますが、もっと利用者に 

将棋を楽しんでいただきたいとの思いがあります。将棋ができる方でしたらどなたでも参加できる活 

動です。● 活動場所 リーフ神辺（福山市神辺町大字川北 1482：地図の送付可能です） 

傾聴ボランティア 

編み物 

一芸ボランティア 

将棋の相手 

将棋の相手 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。



ボランティア募集 NO.195 あなたのアイディアで利用者の五感を刺激してください！【通年】 

福山市千田町にある障がいのある人の事業所「風」では、粘土や折り紙などで、利用者の五感を刺 

激してくれるような活動をしていただけるボランティアを募集しています。利用者は重度の障がいの 

ある方が多く、自由に体を動かすことは難しいですが、音楽を聴いたり、物に触れる、音を出すこと 

などはとても好まれます。なお、活動の頻度や日程などは、協力いただける方と相談しながら決めて 

いきます。 

● 活動場所 障害者福祉サービス事業所 風（福山市千田町 2-15-25：地図の送付可能です） 

● そ の 他 食事作りや掃除の補助、入浴時の整容（衣類の着脱含む）ボランティアも募集していま 

す。詳しくはお問い合わせください。 

ボランティア募集 NO.196 作業所に通う人たちの社会参加を応援してください。【通年】 

福山市今津町の障がいのある人たちの作業所「けやき工房」では、利用者が行う軽作業（箱折りや 

箸置き塗りなど）の補助をしながら、利用者と交流していただけるボランティアを募集しています。 

作業所の職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。なお、活動の頻度な 

どは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動日時 月～金曜日 ９：００～１５：００ ※都合がつく曜日や時間帯で活動可能です。 

● 活動場所 地域活動支援センター「けやき工房」（福山市今津町 6-6-18 ： 地図の送付可能です） 

ボランティア募集 NO.197 再生封筒作りにご協力ください！【行事】 

社協・ボランティアセンターでは、使用済みの封筒などを利用して再生封筒を作っていただくボラ 

ンティアを募集しています。内容は封筒の型を取って切ったり、糊付けやスタンプを押していただく 

作業です。作成いただいた封筒は、ボランティアの方たちへ発行している情報紙の郵送などに活用し 

ます。センターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月７日（木） １０：００～１１：３０ 

● 活動場所 福山すこやかセンター ２階ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22） 

ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。 

ボランティア募集 NO.198 「TUNAGU（つなぐ） NO.189」の発送作業にご協力ください【行事】 

社協・ボランティアセンターが、ボランティアの人たちへ発行しているボランティアの情報紙、 

「TUNAGU（つなぐ）」の発送作業にご協力ください。内容は封筒に宛名シールを貼ったり、情報紙を 

折って封筒に入れていただく作業です。センターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に 

参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月２１日（木） １０：００～１１：３０ 

● 活動場所 福山すこやかセンター ２階ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22） 

ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。 

２０１１年度ボランティア活動保険の加入申し込みのお知らせ 

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償する 2011 年度ボランティ 

ア活動保険の加入受付を行っています。詳しくはおたずねください。 

● 年間保険料 基本タイプ A ２８０円 B ４２０円（天災 A ４９０円 天災 B ７２０円） 

● 補償期間 ２０１１年４月１日午前０時～２０１２年３月３１日午後１２時まで 

【問い合わせ先】 福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

電話（０８４）９２８－１３４６ FAX（０８４）９２８－１６２２ 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 

施設ボランティア 

軽作業を手伝うボランティア 

再生封筒作り 

情報紙の発送作業 

↑2 月 23 日（水），東学区の福祉を高める 

会とＮＰＯ団体のみなさんで東小学校 6 年 

生と江戸時代の“古地図”を使ってフィー 

ルドワーク（史跡めぐり）を行いました。 

「この橋は江戸時代からあったんだ！」 

「このお寺はずっと変わってないのだ 

ね！」等，楽しい会話がたくさん聞こえて 

きました。 

「さんまい橋日記」http://f-shyakyo.blog.ocn.ne.jp/ 

日々の社協の様子（社協職員も多数登場！）や、ボランティア 

で活動している人の様子などを楽しく紹介したブログをアップ 

しています。ほぼ毎日更新しているので、ぜひチェックしてくださいね。 

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.1８９」は、４月２１日（木）発行予定です。 

次号の TUNAGU（つなぐ）にボランティア募集の掲載記事を希望されるグループ・団体は、４月１８日 

（月）までにご連絡ください。 

クリック！ 

検索 さんまい橋日記 

3 月 5 日（土）， → 

福山市ボランティア連絡協議 

会の役員さんが府中市上下町 

へ研修に行った際，「もちば 

な」づくりを体験。数本作っ 

た内の１つをボランティアセ 

ンターにいただきました。 

←「発達に何らかの課題のある子どもたちに普段 

できない体験をさせたい！」と障がいのある子ど 

もを育てた経験のある保護者とボランティアのみ 

なさんが「和（わ）が輪になる楽しいコンサー 

ト」を初めて開きました。雅楽やヘルマンハープ 

の演奏，そして生花やお茶，絵手紙のコーナーを 

自由に，そして楽しく体験しました。 

～ ２・３月もいろいろな活動がありました。その一部を紹介します。～ 

→２月と３月に小学生のため 

のボランティア教室を開催し 

ました。そこで福山市視覚障 

害者福祉協会の加藤眞二さん 

に、子どもたちが自分で打っ 

た点字を読んでもらったり、 

福山車イス福祉協会の会長 

菅原晃さんの車を見せてもら 

い、駐車スペースなどについ 

てお話していただきました。 

もちばな 

古地図 

和（わ）が輪になるコンサート 

小学生のための 

ボランティア教室


