
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回ボランティア登録団体（グループ）情報交換会 

 地域のつながりが希薄化している今，「つながり」を取り戻すためには大学生を中心とした若い世代が地

域でボランティア活動に参加できる環境を整えることが重要だと考えています。 

 １２月１４日（日），福山市内にある大学のボランティア活動の取り組み状況を知り，意見交換する中で

ボランティアグループと大学生の交流を深めるため，第２回ボランティア登録団体（グループ）情報交換

会を開催しました。 

 当日はボランティア登録団体（グループ）２３人，大学生・大学関係者１９人が参加しました。社協は，

ボランティア活動を支援する機関として，ボランティアグループ・地域，そして大学生のつながりをつく

る活動を拡げていきます！ 

                            

                            

 

 

 

 

 

    

 ①福山平成大学からの報告     ②福山大学からの報告      ③情報交換会の様子 

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） 
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第４回 サマー・スクール参加者 餅つき大会 

１２月７日（日），福山東ライオンズクラブ主催でサマー・スクール参加児童等を対象に「餅つき大会」

が開催されました。当日は１７組４７人の家族が参加しました。現在では自宅でうすと杵で餅つきをする

家庭は少なく，ほとんどの児童は初めての経験でした。そのため，児童たちは何度も列に並んでいました。 

つき上がった餅を片栗粉で真っ白になりながら自分たちで丸め，ぜんざい・きな粉餅にして食べました。 

 お餅を食べた後は、セラピードッグとふれあい，楽しいひとときを過ごしました。  

当日はボランティアグループあゆみ会の皆さんのおかげで，餅つき大会がスムーズに進みました。また，

前日からの準備もご協力いただきました。 

餅つき大会を主催してくださった福山東ライオンズの皆さん，ありがとうございました。 

              

 ※サマー・スクールとは・・・夏休み期間中，中学生・高校生等のボランティアが発達に何らかの課題 

  のある小学生の遊び相手となり，１日を過ごすプログラム。（今年度は７/２８～８/２２開催） 

 

 

 

おいしい 

お 餅 が で

きたよ！ 



 

 

募集Ｎo. １８６                        離乳食講習会 

                          依頼団体（施設名）：福山市保健所健康推進課 

●活動日時，活動場所 

活動日時 活動場所 

1 月 9 日（金） 

13：30～15：15 
東部市民センター 

1 月 21 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 

1 月 29 日（木） 

13：30～15：15 
北部市民センター 

●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.１８７                               依頼団体（施設名）：「児童発達支援センター 

草笛学園」 

●活動日時  １月６日（火）・１３日（火）・２０日（火）・２７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。 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール 

 

 

 

募集Ｎo.１８８     依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                                                             

●活動日時    １月１３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.１８９      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    １月９日（金），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 

 

知的障がい児通園施設 



 

 

募集Ｎo.１９０           依頼団体（施設名）：「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.１９１                       依頼団体（施設名）：福山市人権推進課 

                             

●活動日時    １月１７日（土）・２月７日（土）・２１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１人 

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

 

 

 

 

募集Ｎo.１９２                       依頼団体（施設名）：福山市市民相談課 

                             

●活動日時    １月７日（水）・２１日（水）          

         13:00～14:30 

●活動場所    市役所３階  

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.１９３                       依頼団体（施設名）：福山市健康推進課 

                             

●活動日時    ①こあらキッズⅠ りんごグループ １月 ９日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ １月１６日（金） 

③こあらキッズⅡ         １月２３日（金）          

         9:30～12:30 

●活動場所    福山すこやかセンター 東館１階プレイルーム 

●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 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 

子育てサロンを運営 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 



              

                                        

 

募集Ｎo. １９４                        依頼団体（施設名）：「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.１９５                        依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

 

●活動日時    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。 

 

 

   

  福山市津之郷町 

募集Ｎo.１９６ 

    

●活動場所       福山市津之郷町（個人宅） 

●内 容       ➀俳句・短歌の代筆（新聞へ投稿します）をしていただけるボランティアを募集してい

ます。 

         ➁手紙の代筆（月１～２回） 

●募集人数    １人 

 

 

                              依頼団体（施設名）：点字教室「甚六」 

募集Ｎo.１９７ 

                                         

●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 

 

 

子育て支援ボランティア 

 

送迎ボランティア 

 

俳句・短歌の代筆ボランティア 

 

触読点字教習のサポートボランティア                              

 

子育て支援を目的とした民間学童保育 

点字指導 



 

  

募集Ｎo.１９８ 

                      依頼団体（施設名）：「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.１９９              依頼団体（施設名）：「あいめいとデイサービス

熊野の家」 

                                      福山市熊野町 

●活動日時    土曜日 

10:30～13:00のうちの１時間 

●活動場所    あいめいとデイサービス熊野の家（熊野町乙１１７５－２） 

●活動内容    利用者と一緒に三味線を弾い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 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「生協ひろしま 寄ってこ～家」 

募集Ｎo.２００                             福山市引野町・山手町 

 

●活動日時    月曜日～金曜日（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。 

 

 

 

 

                     依頼団体（施設名）：介護付有料老人ホーム「 里の家あけぼの」 

募集Ｎo.２０１                                   福山市曙町 

 

●活動日  月曜日～金曜日  

●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 

※活動の日時などは，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 

 

高齢者施設 

高齢者施設 

高齢者施設 
傾聴ボランティア 

 

施設内ボランティア 

 



 

 

募集Ｎo.２０２                 依頼団体（施設名）：「ムジカ音楽学園」 

                                      福山市加茂町 

●活動日時    木曜日 17：00～17：30 

●活動場所    児童発達支援事業・放課後等デイサービスムジカ学園（南本庄３－７－１） 

●活動内容    高校生と一緒にギターを弾いてくださるボランティアを募集しています。 

※昭和の曲が好みです 

●募集人数    １人 

 

募集Ｎo.２０３ 

 

●活動日時    月曜日～土曜日 10：00～12：00の間 

●活動場所    デイサービスセンター「ムジカ」（加茂町上加茂５５８－１） 

●活動内容    ６０～８０代くらいの方と一緒にギターを弾いてくださるボランティアを募集して 

います。 

●募集人数    １人 

 

※初心者の方なので，指導経験・技術は問いません。     

   交通費支給あり 

 

 

 

募集Ｎo.２０４                  依頼団体（施設名）：「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。 

 

 

 

 

 募集Ｎo.２０５                   依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

 

活動 活動日 活動時間 内容 

バンク情報誌発送作業 １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 

*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。 

 

 

 

施設内ボランティア 

 

情報誌発送作業 

 

児童発達支援 

高齢者施設 車イス清掃ボランティア 

 



 

 

募集Ｎo.２０６                    依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

                              

●活動日時     １月２６日（月） 

          10:00～12:00 

●活動場所     福山すこやかセンター２階地域ケア会議室 

         （三吉町南２丁目１１－２２） 

●活動内容     福祉だより「ほほえみ」の発送作業 

          ※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.２０７ 

                          依頼団体（施設名）：「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.２０８                         依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

 

●活動日時    毎週土曜日（12/20・27・1/10・17・24・31） 

         14:00～16:30 

16：00からは終わりの会をします。 

※1/17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.２０９                    依頼団体（施設名）：「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。 

         ※定期的に活動が可能な方 

 

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 

 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

 

高齢者施設 

障がい福祉サービス事業

所 

子どもたちの学習指導・交流の場提供 

福祉だより「ほほえみ」封入作業ボランティア 

 



 

 

 

 

 

  

 

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 

 

 

          

 
 

視覚障がい者への点字図書の増刷・普及や，点字図書の翻訳・作成などをする点訳ボランテ

ィアの講習会です。 

 

１．日 時 １月１３日（火）～２月１７日（火） 全６回 

全６回（１／１３（火）・２０（火）・２７（火）、２／３（火）・１０（火）１７(火)） 

１３：３０～１５：３０ 

２．場 所  福山すこやかセンター 

３．対 象  市内在住で、講座終了後も継続して点訳グループに参加できる方 

４．募集人数 ２０人※先着 

５．受講料  ６００円 

６．申込方法 住所・名前・電話番号（又は FAX番号）・講座名を、電話または FAXで申し込み 

７．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）９２８－１３３１ 

 

 

 

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。 

 

 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 
 

「長野県神城断層地震災害義援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)12月 12日(金)～2015年(平成 27年)3月 31日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１１０－９－２６４６１６」 

加入者名：日赤長野県神城断層地震災害義援金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアします！ 

 



日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

 

「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：日赤平成２６年広島県大雨災害義援金  

 

「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)～2015年(平成 27年)3月 31日(火) 

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：日赤８月京都府・兵庫県豪雨災害義援金 

 

「日赤７．９南木曽町豪雨災害義援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)7月 28日(月)～2015年(平成 27年)3月 31日(火) 

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１５０－５－５１３５９９」 

加入者名：日本赤十社  

                その他：通信欄に「南木曽町豪雨災害義援金」と明記して下さい。  
 

 

 

広島県支部福山市地区からのお知らせ 

 

「シリア・イラク人道危機救援金」 

１．受付期間  2014年(平成 26年)10月 6日(月)～2015年(平成 27年)3月 31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・イラク人道危機救援金」と明記して下さい。 

 

「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 14日(木)～2015年(平成 27年)5月 29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。 

  

「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)～2015年(平成 27年)1月 30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。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアセンターから年末年始のお知らせ 
年末年始（２０１４年１２月２９日（月）～２０１５年１月４日（日）まで）は， 

福山すこやかセンターが全館休館となります。 

そのため，ボランティア活動センターおよび，各部屋の 

利用ができませんので，お気をつけください。 

ご迷惑をおかけいたしますが，よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 

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.２34」は，２０１5 年１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， 

  １月 ８日（木）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」 

 

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 

 

 

 

ボランティアの皆さまへ 

 日頃から，ボランティアセンターの活動にご協力いただきありがとうございます。 

今年も残りあとわずかとなりました。年末年始，体調を崩さないよう体に気をつけてお過ごしください。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。 

 

２０１４年１２月１８日 ボランティアセンター一同   

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

