
 

 

 

 

 

 

 

 

広島市大雨土砂災害に対する福山市社協の取り組み 
 ８月２０日に発生した災害に対して福山市社協ではつぎの取り組みを行い，被災者の方の生活再建活動

を応援しています。 

 被災地に開設された「災害ボランティアセンター」へ職員を派遣 

 現地の状況を考え機動性があり，初めての方も参加しやすい「ボランティアバス」を週一で

運行 

 広島市の被災地で活動を希望される市民の方への情報提供・ボランティア保険加入の窓口 

 義援金の受付 

 

←ボランティアバスの参加者を募集する

とあっいう間に定員 50名に！市民のみな

さんの関心の高さが伺えました。 

 

「福山市社協ボラバスチーム」が心を→ 

一つに被災した家屋の泥出し。「もう一

度ここで暮らしていこうと思いました」

という依頼者さんの言葉に疲れは吹き飛

びました。  

 

「広島市安佐南区、安佐北区の復旧支援活動」 福山市ボランティア赤十字奉仕団  

８月２４日（日）から４回、安佐北区災害ボランティアセンター内の被災者宅の土砂撤去・家財の片づ

けを中心に作業に参加しました。（延べ３２人） 

９月６日（土）には安佐南区梅林小学校に避難されている避難者の皆さんに，避難生活の疲れを癒して

いただくため，福山市視覚障害者福祉協会に呼びかけマッサージ支援活動に参加しました。 

  社会福祉協議会主催のボランティアバスにも，可能な限り奉仕団の団員も参加しています。被災地の状

況を見ながら今後も復旧支援活動に参加する予定です。 

  各加入グループにも呼びかけをして，義援金の取り組みもしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：2014.9.18 
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募集Ｎo. １０２                        離乳食講習会 

                                  福山市保健所健康推進課 

●活動日時，活動場所 

活動日 活動場所 

10 月 10 日（金） 

13：30～15：15 
東部市民センター 

10 月 10 日（金） 

13：30～15：15 
神辺中央コミュニティセンター 

10 月 17 日（金） 

10:00～11：45 
  千年公民館 

10 月 22 日（水） 

13：30～15：15     

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室学習室 

●活動内容    保護者が講習会を受けている間，乳児（３～７か月）の託児をしていただけるボラン

ティアを募集しています。 

●募集人数    各３～１０人 

 

 

                                     募集Ｎo.１０３               「児童発達支援センター 

草笛学園」 

●活動日時  ９月３０日（火）・１０月７日（火）・２１日（火）・２８日（火） 

●活動内容  保護者に代わって，子どもたちの水浴訓練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。また一緒に来ている兄弟姉妹の託児ボランティアも募集しています。 

              

 

 

 

募集Ｎo.１０４                        福山市 

                                東部保健福祉課                              

●活動日時    １０月７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） 

●活動内容    子どもと保護者が活動している間，一緒に来ている兄弟姉妹（０歳児） 

の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    各日１～２人 

 

 

募集Ｎo.１０５                   福山市 

                          東部保健福祉課  

●活動日時    １０月３日（金），１７日（金）  

         9:30～12:30 

●活動場所    駅家コミュニティセンター分館（駅家町倉光５７９－１） 

●活動内容    子どもと保護者が活動している間，一緒に来ている兄弟姉妹（０歳児） 

の託児ボランティアを募集しています。 ●募集人数     各日２～３人 

託児ボランティア 

 

プール及び託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

うさぎサークルⅠ 

 

託児ボランティア 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 



 

 

募集Ｎo.１０６                    「子育て支援ボランティア エンジェル・スマイル」 

                                    福山市引野町 

●活動日時    毎月第４木曜日「にこにこルーム」 

         9:30～12:30 

●活動場所    緑丘公民館 

         （春日町５丁目１６－３） 

●活動内容    子育てサロン開催のボランティアを募集しています。（６か月～未就園児までの親子対

象のサロンです） 

  

 

 

募集Ｎo.１０７                                   福山市 

    人権推進課                         

●活動日時    １０月４日（土）・１１日（土）・１８日（土）・２５日（土）・１１月１日（土） 

         12:30～16:30 

●活動場所    市役所９階９２会議室 

●活動内容    日本語教室に参加している間の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    各日２人 

●駐車場     市営東桜町駐車場を利用ください。                    

 

 

 

 

募集Ｎo.１０８                                   福山市 

    市民相談課                         

●活動日時    １０月８日（水）・２２日（水） 

         13:00～14:30 

●活動場所    市役所１階１２会議室 

●活動内容    日本語会話サロンに参加している間の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    各日１人 

●駐車場     市営東桜町駐車場を利用ください。                    

 

 

 

 

募集Ｎo.１０９                                   福山市 

   成人健診課                         

●活動日時    １１月２０日（木） 

         12:30～14:30 

●活動場所    医師会総合健診センター 

●活動内容    レディース健診に参加している間の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    ２～３人 

 

 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 



                                          

 

募集Ｎo.１１０                                  「ジョイナス福山引野」 

                                         福山市引野町 

●活動日時    週１回（日程は相談ください） 

         15：00～19：00の間の２時間程度               

●活動場所    ジョイナス福山引野 

         （引野町２丁目２８－１０） 

●活動内容    小学生（１～５年生）と一緒にゲームや工作をしていただけるボランティアを募集し

ています。 

 

                                

 

募集Ｎo.１１１                                 子どもの居場所づくり 

福山すこやかセンター 

●活動日     毎週土曜日 12：30～14：00と 16：00～17：30 

●出発場所    福山すこやかセンター 

●活動内容    参加する子どもたちの送迎ボランティアを募集しています。 

●募集人数    ２人 

（ローテーションを組んでいきたいと思います。１人概ね月に１回程度） 

●活動費の支給  有（１回あたり２，０００円） 

●その他     送迎の車両は福山市社会福祉協議会のワゴン車を貸し出します。 

※但し,ご自身の車の方が都合の良い場合は送迎ボランティア保険に加入します。 

 

 

 

募集Ｎo.１１２                                 「ななめの会」 

 

●活動日時    毎週土曜日（9/20・27・10/4・11・18・25）14：00～16：30 

16：30からは終わりの会をします。 

※9/27・10/11・25は 11:00からお願いします。 

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

●活動内容    子どもたちが自主学習をする中，一緒に問題を解いたり，休憩中にバドミントンやオセ

ロ等で一緒に遊んだり，子ども達と話していただけるボランティアを募集しています。 

 

 

 

募集Ｎo. １１３                             「ケアビレッジバラの家」 

                                        福山市多治米町  

●活動日時    月曜日～土曜日 

         14：00～15：00 

●活動場所    ケアビレッジバラの家 

        （多治米町１丁目２８－１１） 

●活動内容    利用者さんに習字の指導をしていただけるボランティアを募集しています。 

 

 

習字を教えてくれるボランティア 

 

子どもの居場所づくり 

 

子育て支援ボランティア 

 

送迎ボランティア 

 



 

生協ひろしま 寄ってこ～家 

募集Ｎo.１１４                                 広島県廿日市市 

 

●活動日時    月～金（月１回～２回程度） 

●活動場所       寄ってこ～家（引野），寄ってこ～家（山手） 

            （引野町 5丁目 7-13），（山手町 2丁目 7-16） 

●活動内容       来所者の話し相手，手芸，折り紙を教えていただけるボランティアを募集しています。 

      

※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

 

 

 

 

     

募集Ｎo.１１５                                 「エクセル福山」                       

                                        福山市水呑町 

●活動日時    月曜日～土曜日（月１回～２回）         

         10:00～11:00          

●活動場所    エクセル福山（水呑町４４３３） 

●活動内容    折り紙，手芸などを教えていただけるボランティアを募集しています。 

●募集人数    １～２人  

※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

 

 

 

  

募集Ｎo.１１６                          「デイサービスセンター虹の花」 

                                         福山市今津町 

●活動日時    月曜日～土曜日 

         14:15～15:00 

●活動場所    デイサービスセンター虹の花（南今津町 24番） 

●活動内容    習字，絵手紙等をして楽しませていただけるボランティアを募集しています。 

                                         

 

 

 

 

募集Ｎo.１１７                           「特別養護老人ホームくさど」 

                                         福山市草戸町 

●活動時間    13:00～15:00の間 

●活動場所    特別養護老人ホームくさど（草戸町５－８－２４） 

●活動内容    車イスの清掃ボランティアを募集しています。 

            

         ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。  

 

施設内ボランティア 

 

施設内ボランティア 

 

車イス清掃ボランティア 

 

施設内ボランティア 

 



 

 

 

募集Ｎo.１１８                 有料老人ホーム複合型サービス「あかつき苑」 

                                        福山市大門町 

●活動日時    月・火・木・金 

14:00～15:00 

●活動場所    有料老人ホーム複合型サービス「あかつき苑」（大門町野々浜 866-１） 

●活動内容    歌（昭和の歌），踊り・太鼓等をして楽しませていただけるボランティアを募集してい

ます。 

          

 

   

  生活安全推進課 

募集Ｎo.１１９                            ファミリーランド推進協議会 

 

●活動日時    ９月２７日(土) 10：00～15：00     

●活動場所       福山メモリアルパーク(東深津町 3-5) 

●内 容       ➀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

全啓発を呼び掛ける。 

         ➁「オリジナル反射材キーホルダーづくり」の作成補助 

●条 件     身長 165㎝以内の女性（「ローラ」のキャラクターイメージのため）          

●募集人数    ３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                    

 

 

   

  福山市津之郷町 

募集Ｎo.１２０ 

    

●活動場所       福山市津之郷町 

●内 容       ➀俳句・短歌の代筆（新聞へ投稿します） 

         ➁手紙の代筆（月１～２回） 

●募集人数    １人 

 

 

 

募集Ｎo. １２１                                 点字教室「甚六」 

                                         

●活動日時    祝日を除く火曜日  13：00～15：00                        

●活動場所    福山すこやかセンター２階ボランティアセンター 

●内 容     中途視覚障がい者のための生活訓練である，触読点字教室（当事者）のサポートボラ

ンティアを募集しています。 

●条 件     以前何らかの機会に点字を学習された方 

施設内ボランティア 

 

着ぐるみ着用ボランティア 

 

俳句・短歌の代読ボランティア 

 

触読点字教習のサポートボランティア 

 



 

 

 

 募集Ｎo.１２２ 

 

活動 活動日 活動時間 内容 

再生封筒作り １０月 ２日（木） 10：00～11：30 封筒の型取り，糊付けやスタン

プ押し 

バンク情報誌発送作業 １０月２３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 

*早く終わった場合，再生封筒

作り 

●活動場所 福山すこやかセンター２階地域ケア研修室（三吉町南２丁目１１－２２） 

※協力いただける方は，当日直接，活動場所へお越しください。 

 

 

 

募集Ｎo.１２３                             「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 9：00～12：00 

         ②第２，４土曜日 9：00～16：00 

●活動場所    あいあい広場（神辺町徳田１８４８） 

●活動内容    障がい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の活動をしていただ

けるボランティアを募集しています。 

 

 

 

 

募集Ｎo.１２４                          「福山市レクリエーション協会」 

                                       福山市南蔵王町 

●活動日時    ①９月２８日（日）   9：30～12：00 

         ②１０月２０日（月） 19：00～21：00 

●活動場所    福山市立東小学校 体育館 

●活動内容    障がいのある人とニュースポーツ（ユニカール，ラガーゲッター等）を一緒に楽しん

でいただけるボランティアを募集しています。 

 

 

 

募集Ｎo.１２５                         社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 

                                     福山市沼隈町 

●活動日時    １１月２日（日）   10：00～15：30（雨天決行） 

●活動場所    福山市沼隈サンパル 

●活動内容    模擬店，会場係，ステージの準備，販売等の運営の手伝いをしていただけるボランテ

ィアを募集しています。 

※会場から福山駅までの送迎もあります。           

  昼食，お茶有り 

 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

 

再生封筒作り・情報誌発送作業 

 

一緒にニュースポーツを楽しむボランティア 

 

バザー手伝いボランティア 

 



 

 募集Ｎo．１２６ 

 

福山市神辺町に住む女性ボランティアさんが，部分・全身のもみほぐし・リフレクソロジー（足つぼ）マ

ッサージを提供できる高齢者施設を探しています。 

●活動日時    火曜日・金曜日 13:00～15:00 

●活動場所    神辺町内限定の高齢者施設での活動が可能です 

 

 

 

                               「介護付有料老人ホーム 里の家あけぼの」 

募集Ｎo.１２７                         福山市曙町 

 

●活動日時 週一回 午後から 

●活動場所 介護付有料老人ホーム 里の家あけぼの（曙町４―８－１０） 

●活動内容 利用者の話し相手をしていただけるボランティアを募集しています。 

●募集人数 １人 

 

 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

 

「日赤平成２６年広島県大雨災害義援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)9月 1日(月)～2014年(平成 26年)12月 26日(金) 

２.受付口座（1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１７０－６－５５１０９９」 

加入者名：日本赤十社  

 

「日赤平成２６年徳島県台風１１号・１２号災害義援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)9月 1日(月)～2014年(平成 26年)10月 31日(金) 

２.受付口座（1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１２０－７－５１３６４４」 

      加入者名：日本赤十社  
 

「日赤８月京都府・兵庫県豪雨災害救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)9月 1日(月)～2014年(平成 26年)10月 31日(金) 

２.受付口座（1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１６０－１－５８６８２８」 

      加入者名：日本赤十社  
 

「西アフリカエボラ出血熱救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)8月 25日(月)～2014年(平成 26年)11月 28日(金) 

２.受付口座（1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

      加入者名：日本赤十社  
 

その他：通信欄に「２０１４年西アフリカ エボラ出血熱」と明記して下さい。 

施設で活動しています 

 

傾聴ボランティア 

 



日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

 

「シリア人道危機救援金」 

１．受付期間  2012年(平成 24年)10月 3日(水)～2014年(平成 26年)9月 30日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「シリア救援」と明記して下さい。 

 

 

「イラク人道危機救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)7月 7日(月)～2014年(平成 26年)9月 30日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「イラク人道危機救援金」と明記して下さい。 

 

 

「２０１４年バルカン半島洪水救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)6月 13日(金)～2014年(平成 26年)9月 30日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「２０１４年バルカン半島洪水救援金」と明記して下さい。 

   

 

「ガザ人道危機救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)8月 4日(月)～2014年(平成 26年)10月 31日(金) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「ガザ人道危機救援金」と明記して下さい。 

 

  

「2014 年中国雲南地震救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)8月 15日(金)～2014年(平成 26年)10月 31日(金) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「２０１４年中国雲南地震」と明記して下さい。 

 

 

 

 

 

問合せ先    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 

 

 



 

 

 

                                  特別養護老人ホーム「静方園」 

                                         福山市神辺町 

 

福山市神辺町にある特別養護老人ホーム静方園では，清拭用の使い捨ての布を必要としています。 

ご家庭で不要になった綿製品（タオル・シーツ・Ｔシャツ等）を洗濯後にご提供ください。 

 

※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へ持ってきてください。 

 

 

書き損じはがきはありませんか？ 

福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課では，『書き損じはがき』を集めています。 

皆さんの家庭に眠っている書き損じはがきがあれば，福祉のまちづくり課に持って来てください！ 

今回の募集で寄贈して頂いたはがきは，皆さんへの情報提供に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

使い捨ての布を募集しています！ 

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  ２０１５年(平成２７年)３月３１日（火）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 

 

 

 

 

 

 

「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.２3１」は，２０１４年１０月２３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， 

 １０月１７日（金）までにご連絡ください。 

 

「 

 

 

２０１４年バルカン半島洪水救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)6月 13日(金)～2014年(平成 26年)9月 30日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－２－５６０６」 

加入者名：日本赤十社  

その他：通信欄に「２０１４年バルカン半島洪水救援金」と明記して下さい。 

問合せ先 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 

 

 

 

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 

 

 

 

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

