
 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車イスの清掃をしていただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実技・講義の全 4回の講座でした。 

保育（託児）ボランティアさんとして今後ご協力いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０８４－９２８－１３３３ FAX ０８４－９２８－１３３１ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 

編集・発行 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課（ボランティアセンター） 

 

発行日：2013.7.18 

 

NO．216 

学生のみなさん、暑い中 

ありがとうございました。 

  保育（託児）ボランティア養成講座修了しました！ 

ピカピカに 

なりました

よ！ 



           作業所あいあい広場 

福山市神辺町 

●活動日時 8月 8日～9日 9：30～15：00 

      1日だけの参加も可 

（8日 9：30～17：00/9日 9：30～15：00） 

●集合場所 あいあい広場 

     （神辺町徳田 1848） 

●活動場所 弥高山(岡山県高梁市) 

福山市保健所健康推進課 

離乳食講習会 

 

活動場所 活動日 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室学習室 

8 月 21 日（水） 

13:30～15:15 

西部市民センター      
8 月 26 日（月） 

13:30～15:15 

東部市民センター 
8 月 9 日（金） 

13:30～15:15 

  

●内  容 保護者が講習会を受けている間、乳

児（３～７か月）の託児 

●募集人数 各３～１０人 

 

福山市 

東部・北部保健福祉課 

①子育て支援事業（ぱんだサークルⅠ・Ⅱ） 

●活動日時 8月 2日(金)･8月 16日(金) 

９：３０～１２：３０ 

●活動場所 駅家コミュニティセンター分館 

（駅家倉光コミュニティ館：駅家町倉光 579‐1） 

②子育て支援事業（うさぎサークルⅠ･Ⅱ） 

●活動日時 8月 6日(火)･8月 20日(火) 

９：３０～１２：３０ 

●活動場所 東部市民センター ホール 

   （伊勢丘 6丁目 6－１） 

◆内  容 子どもと保護者が活動をしている間 

一緒に来ている兄弟姉妹(０歳児) 

の託児 

◆募集人数 各日１～２人 

           子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを支援する会    ななめの会 

 

●活動日時 毎週水･土曜日(7/20･24･27･31･8/3･7･10･14･17･21･24･28･31）１４：００～１６:３０  

16:30からは終わりの会をします。 

●活動場所 福山すこやかセンター（三吉町南 2-11-22）●申込み 事前に活動内容等の説明をします。 

●内  容 子どもたちが自主学習をする中、一緒に問題を解いたり、休憩中にバトミントンやオセロ等 

      で一緒に遊んだり、子どもたちと話をして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            グリーンヒルズ松永 

福山市本郷町 

 

●活動日時 都合の良い日時 

●活動場所 グリーンヒルズ松永 

(本郷町 2606-1) 

●活動内容 三世代の夢の丘づくり 

自然環境づくりボランティア 

募集 NO.６８ 

キャンプお手伝いボランティア 

募集 NO.６３ 
心･愛ふるさとﾌｧｰﾑ in福山･横枕 

                福山市春日町 

●活動日時 8 月 10 日(土)  

 及び内容 11:00～15:00 準備、会場案内等 

      13:30～17:30 受付、場内整理他 

●活動場所 福山市東部市民センター内･外 

(春日町 6 丁目 6-1) 

●集合場所 大ホール入口 

●募集人数 ５人～10人 

ｺﾝｻｰﾄ会場運営ボランティア 

募集 NO.６４ 

託児ボランティア 

募集 NO.６５ 

託児ボランティア 

募集 NO.６６ 

      花ネットワークＢＩＮＧＯ 

福山市御幸町 

●活動日時 5 月末～10 月末 

●活動場所 芦田川河川敷「草花公園」の畑 

  （御幸町中津原左岸 ちゃぷちゃぷランド下） 

●活動内容 サツマイモの植栽から収穫まで 

●募集人数 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ及び団体 

10～15グループ     

土いじりボランティア 

募集NO.６７ 

子 ど も た ち の 居 場 所 づ く り

募集 NO.６９ 



児童発達支援センター 

ひかり園 

福山市草戸町 

●活動日時 毎週木曜日 

１３：４５～１５：００ 

●活動場所 福山ＹＭＣＡプール  

●活動内容 プールに一緒に入ってくれる方又は 

      その間の兄弟時の託児 

●用意する物 水着･タオル･ビニール袋･帽子 

   児童発達支援センター          

草笛学園 

●活動日時 8月 20日(火)･27日(火)          

      １３：４５～１５：２０ 

●内 容  年少から年長の園児と一緒にプール

に入ってくれる方を募集         

●活動場所 福山ＹＭＣＡプール 

●用意する物 水着･タオル･ビニール袋･帽子 

  

            福山市ファミリー・ 

サポート・センター 

 

●活動日時 9月 10日(火)10:00～11:50 

●活動場所 子育て応援センター分室 

      （明治町 13-35） 

●内 容  講座を受講している間の託児 

●募集人数 ２～３人 

社会福祉法人 一れつ会 

          県東部地区親善スポーツ大会 

福山市春日町 

●活動日時 9 月 15 日(日) （雨天中止） 

9：30～15：00 

●内 容  競技の準備、審判等 

●活動場所 福山市竹ヶ端運動公園 陸上競技場

(水呑町４７４８) 

●集合時間 ８：００(現地集合) 

●募集人数 １０人 

●申込み期限 8月 2 日（金）   ＊昼食有り 

    生活安全推進課 

交通安全ファミリー 

ランド２０１３ 

●活動日時 9月 28日(土) 9：45～15：00 

               (雨天中止)        

●活動場所 福山メモリアルパーク(東深津町 3) 

●内 容  福山ばらのまちイメージキャラク

ター「ローラ」の着ぐるみを着用

し来場者に交通安全グッズを配布 

●条 件  身長 160㎝～165㎝前後の女性         

●募集人数 4人 

●集合場所 福山メモリアルパーク本部テント前 

●その他  動きやすい服装・昼食有り 

かんなべ福祉まつり 

                 実行委員会 

               福山市神辺町 

●活動日時  ①当日：９月 29 日(日)  

       9：00～16：30 

②前日までの間の平日 

7月 22日(月)～9月 27日(金) 

       10：00～11：30・13：30～15：30 

●内  容 ①イベント･福祉体験コーナーの運

営補助・ゴミ箱管理・会場設営等 

      ②看板の作成・準備補助等 

●活動場所 ①神辺文化会館 

(神辺町川北 1155-1) 

②神辺老人福祉センター 

（神辺町字湯野 53‐4） 

●募集締切 ①9月 20日（金) 

            ②9月 26日 (木） 

 

＊当日参加は昼食有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

プール及び託児ボランティア 

募集 NO.７０ 

プールボランティア 

募集 NO.７１ 

託児ボランティア 

募集 NO.７２ 

スポーツ大会運営ボランティア 

募集 NO.７３ 

視覚障害者福祉協会 

                福山市野上町 

     

●活動日時 8 月４日(日)  13：00～16：00 

●内  容 カラオケの操作等 

●活動場所 視覚障害者地域活動支援センター 

(野上町 15-7) 

●募集人数 １人 

＊交通費支給有（印鑑持参） 

介助ボランティア 

募集 NO.７４ 

着ぐるみ着用ボランティア 

募集 NO.７６ 

かんなべ福祉まつり運営ボランティア 

募集 NO.７５ 



             障害福祉サービス 

事業所 風 

               福山市千田町 

●活動日時 7/27･8/24･9/28 

１３：５０～１４：３０ 

●活動場所 障害福祉サービス事業所 風 

（千田町 2-15-25） 

●内  容 18 歳以上の重度の方対象とした一

芸(歌,踊り,演奏，読み聞かせ，ゲーム等) 

 

            ディサービスきなこ 

               福山市今町 

●活動日時 月 1 回(日程はご相談下さい) 

１４：００～１５：００ 

●活動場所 ディサービスきなこ 

（今町 2-5） 

●内  容 歌,踊り等(楽しませてくれる方) 

 

     

「ゼノ」やまびこ学園 

福山市沼隈町 

●活動日時 ①8月 3日～4日 

②8月 24日～25日 

①②とも 8：30～翌 12：00まで 

●活動場所 「ゼノ」やまびこ学園 

      （沼隈町草深 1212） 

●内  容 小学 3～6 年生の児童が 1 泊 2

日で宿泊体験をする際一緒に活

動してもらえる方 

●募集人数 ①②とも各 2人  ＊食事有り 

          デイサービスセンター 

              リーフ新市 

福山市新市町 

●活動日時 月曜日～金曜日 

１４：００～１５：００の間 

●活動場所 デイサービスセンターリーフ新市 

     （新市町大字戸手 232） 

●内 容  歌、踊り、楽器演奏等 

       介護老人保健施設 

ゆめの杜 

福山市千田町 

●活動日時 8月 4日（日）12：00～15：00 

●活動場所 介護老人保健施設 ゆめの杜  

（千田町千田 2591-1） 

●内  容 模擬店･工作のお手伝い･話相手等 

●集合時間 11：30       ＊昼食有り 

●その他  動きやすい服装・上履き持参 

 

デイサービスセンター 

ツクイ福山引野 

福山市引野町 

●活動日時 月２回程度 

１４：００～１５：００の間 

●活動場所 デイサービスセンターツクイ引野 

      （引野町 2-28‐8） 

●内  容 歌,踊り,楽器演奏等 

 

 

  

障がい者の施設ボランティア 

募集 NO.７７ 

小規模多機能 

    ホーム バラの家 

福山市多治米町 

●活動日時 7 月 30 日（火） 

１７：３０～３０分程度 

●活動場所 バラの家 駐車場 

      （多治米町 1 丁目 28-11） 

●内  容 盆踊り、よさこい等 

夏祭り踊りボランティア 

募集 NO.７８ 

33３ 

施設内ボランティア 

募集 NO.７９ 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

  作業所あいあい広場 

福山市神辺町 

 

●活動日時 ①第１,３土曜日 9：30～12：00 

②第２,４土曜日 9：00～16：00 

      （いづれも昼食有り） 

●活動場所  あいあい広場 

      （神辺町徳田 1848） 

●内  容 障害のある児童及び成人の方 

      と一緒にスポーツや外出など 

      日中活動してくれる方              

募集 NO.８０ 

３ 

障がい児の宿泊体験ボランティア 

募集 NO.８１ 

施設内ボランティア 

募集 NO.８２ 

夏まつりお手伝いボランティア 

募集 NO.８３ 

施設内ボランティア 

募集 NO.８４ 



デイケアだんだん 

福山市南蔵王町 

 

●活動日時 月曜日～土曜日 

１２：４５～１３：１５の間 

●活動場所 デイケア「だんだん」 

      （南蔵王町 4-16‐16） 

●内  容 歌,踊り,楽器演奏等 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

一れつ会 法人本部 

福山市加茂町 

●活動日時 ７月２０日（土) 

１７：００～２１：３０ 

（小雨決行、雨天の場合は翌日） 

●活動場所 一れつ会 法人本部 

      （加茂町上加茂 811番地） 

●内  容 模擬店、ゲームコーナー 

      駐車場整備、利用者付添 

●集合時間 １６：００ 

●送 迎  道上駅から送迎有り 

＊食事有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設内ボランティア

 
募集 NO.８５ 

夏まつりお手伝いボランティア

募集 NO.８６ 

   

 

●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 (三吉町南 2-11-22) 

活  動 活 動 日 活 動 時 間 内     容 

福祉だより発送作業 7月 25日（木） 10：00～12：00 福祉だより封入作業 

再生封筒作り 8月 １日（木） 10：00～11：30       封筒の型取り型切り、糊付けやスタンプ押し 

バンク情報誌発送作業 8月 15日（木） 10：00～ 

11：30   

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業 

＊発送作業が早く終わった場合、再生封筒作り 

  

 

ボランティアセンターでの活動 

募集 NO.８７ 

東日本大震災 被災地で一緒に活動しませんか？   

・2013 年 9 月 12 日（木）～9 月 13 日（金） 宮城県岩沼市・宮城県石巻市 

・集合場所：現地 宮城県岩沼駅又は東福山駅(前日) 

＊費用はすべて自費です。 

 問い合わせ先：ふくやま鳥取県人会 事務局：清水武夫 電話０８４－９４１－７３６９ 

よろしくおねがいします！ 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会 

福祉のまちづくり課までご連絡ください。  

電話 084-928-1333 



 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

「2013 年中国四川省地震救援金」 

１．受付期間  2013年(平成 25年)4月 23日(火)～2013年(平成 25年)7 月 23日(火) 

２．受付口座  ゆうちょ銀行・郵便局受付口座  口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

       加入者名：日本赤十字社 

       通信欄 ：「2013年中国四川省地震」と明記して下さい。 

            また、受領書を希望される方は、併せて「受領証希望」と明記して下さい。 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

「東日本大震災義援金」の受け付け期間が延長されました！ 

１．取扱期間  ２０１４年(平成２６年)３月３１日（月）まで 

２．義援金窓口  通常払込み （ゆうちょ銀行・郵便局） 

口座記号番号   ００１４０－８－５０７ 

口座加入者名   日本赤十字社 東日本大震災義援金 

問い合わせ先  日赤広島県支部福山市地区（事務局：福山市社協） 

      電話：（０８４）９２８－１３３４ ファックス：（０８４）９２８－１３３１ 

２０１３年度(平成２５年度)  

ボランティア活動保険の加入申し込みについて 

 
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 2013年度ボランティア活

動保険の加入受付を行っています。詳しくはボランティアセンター職員におたずねください。 

●ボランティア活動保険 

基本タイプＡ・Ｂ、天災タイプＡ・Ｂの４つのコースがあります。 

タイプ 年間保険料 タイプ 年間保険料 

基本タイプ A ３００円 天災タイプ A ４６０円 

基本タイプ B ４５０円 天災タイプ B ６９０円 

※２０１３年度(平成２５年度)からボランティア活動保険の金額が変更となりました。 

●補償期間 ２０１３年４月１日 午前０時～２０１４年３月３１日 午後１２時まで 

●問合せ先 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 

電話（０８４） ９２８－１３３３ ＦＡＸ（０８４） ９２８－１３３１ 

 

活動にご協力いただける方や情報誌に関するご意見、ご感想などありましたら、ご連絡ください。 

福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課  

TEL ０８４－９２８－１３３３   FAX ０８４－９２８－１３３１ 

「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     さんまい橋日記  検索 

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。               クリック！ 

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.２１７」は、２０１３年８月１５日（木）発行予定です。 

ボランティア募集記事の掲載希望や発送時にチラシ等の封入希望のグループ・団体は、 

８月９日（金）までにご連絡ください。 

http://f-shyakyo.blog.ocn.ne.jp/

