
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・１１東日本大震災を忘れない！シンポジウム 
 

 「東日本大震災と広島土砂災害２つの災害の教訓を福山の地域防災・減災に生かす」をテーマに３月１

５日（日）福山すこやかセンターでシンポジウムを開催しました。 

 東日本大震災を経験した宮城県岩沼市の仮設住宅で生活されている方，広島市大雨土砂災害を経験した

被災地域（安佐北区）の民生委員等をお招きし，いつどこで起こるか分からない災害に私たちは日頃地域・

個人で何を備えるべきかをみなさんと一緒に考えました。約１８０人の方に参加していただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

                                   

                     

＜震災被災者らと交流を続ける盈進中学 ＜アルミ浮揚型津波シェルターを展示＞   ＜シンポジスト３名から報告＞ 

高等学校ヒューマンライツ部からの報告＞  

 

                                     

小学生のためのボランティア教室 
 小学生を対象に，ボランティアや障がいのある人たちとのふれあいを通じて「違いを認め合い，共感す

る豊かな心を育てたい」という思いから「小学生のためのボランティア教室」を今年も開催しました。（全

３回） 

 ３月７日（土）の１回目は「車いすにのってみよう！」と題して車いす利用者が使いやすく工夫された

自動車を実際に見たり，車いす体験をしました。２回目の３月１４日（土）は「点字を打ってみよう！」

をテーマに自分が打った点字を視覚に障がいのある人に読んでもらったりと楽しく学習しました。 

  

  

 

 

 

                   

                                

                  ＜車いす体験＞       ＜自分で打った点字を読んでもらいます＞  

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：2015.3.19 
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募集Ｎo. ２５９                        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 

4 月 15 日（水） 

10：00～11：45 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室 

4 月 15 日（水） 

13：30～15：15 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室 

●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.２６０                               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  ４月 ７日（火）・１４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。 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール 

 

 

 

                

募集Ｎo.２６１                               依頼団体（施設名）：「児童発達支援事業所 

あしび園」 

●活動日時  月曜日～水曜日，金曜日 10:00～11:30 

●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（２か月～２歳児） 

の託児ボランティアを募集しています。 

●活動場所  児童発達支援事業所あしび園（多治米町４－１６－１） ●募集人数  ２人 

 

 

 

募集Ｎo.２６２     依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                                                             

●活動日時    ４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 

 

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 

 



 

募集Ｎo.２６３      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    ４月１０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 

 

 

 

 

募集Ｎo.２６４           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.２６５                       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 ４月１０日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ ４月１７日（金） 

③こあらキッズⅡ         ３月２０日（金），４月２４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 

 

 

 

 

募集Ｎo.２６６ 

                          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。 

 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

 

障がい福祉サービス事業

所 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 

託児ボランティア 

 

子育てサロンを運営 



 

 

募集Ｎo.２６７                         依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

 

●活動日時    毎週土曜日（4/4・11・18・25） 

         14:00～16:30 

16：00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丁目１１－２２）  

●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。 

※事前に活動内容等の説明をします！ 

 

 

 

募集Ｎo. ２６８                   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 

 

 

 

 

募集Ｎo.２６９                依頼団体（施設名）： 特定非営利活動法人「えーる」 

                               福山市野上町 

●活動日時    ３月２９日（日）                           

         10:00～13:00 

●活動場所    福山すこやかセンター３階調理実習室（三吉町南２丁目１１－２２） 

●活動内容    障がいのある子ども・青年と一緒に買い物，調理をしていただけるボランティアを募

集しています。 

●持ってくる物  エプロン・三角巾              ※交通費実費支払いあり 

 

 

 

  

募集Ｎo. ２７０ 

                      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。 

                             

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 

 

高齢者施設 

子どもたちの学習指導・交流の場提供 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

買い物・調理を手伝うボランティア 

 

障がい福祉サービス事業

所 



 

 

募集Ｎo.２７１                 依頼団体（施設名）：「デイサービスひより，いろは」 

                                     福山市加茂町，駅家町 

●活動日時    月曜日～日曜日 

●活動場所    デイサービスひより（加茂町下加茂４１５－１） 

         デイサービスいろは（駅家町坊寺 １４９－２） 

●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。 

 

         ※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.２７２                 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.２７３ 

 

●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.２７４                   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 

再生封筒作り ４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 ４月１６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 

 

児童発達支援 

高齢者施設 施設内ボランティア 

 

情報誌発送作業 

 



  

 

募集Ｎo. ２７５              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.２７６                             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）：「医療法人Ｋ・Ｆ会ハウスカ青葉」 

募集Ｎo.２７７                                 福山市青葉台 

 

●活動日時    火曜日の午後，日曜日の午前・午後（どちらの曜日でも両方でも良いです） 

●活動場所       医療法人Ｋ・Ｆ会ハウスカ青葉 

            （青葉台１－１０－２０）       

●活動内容      利用者（８０歳男性）と一緒に囲碁を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.２７８                   依頼団体（施設名）：「ふぁみりえ山陽くさど」 

                                         福山市草戸町 

●活動日時    月曜日～土曜日 

●活動場所    ふぁみりえ山陽くさど（草戸町４－２２－１） 

●活動内容    利用者（８０歳～９０歳女性）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    ３～４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。 

 

 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

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 施設内ボランティア 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これからボランティア活動を始めよう」「ボランティア活動をしてみたい」という人は 

一度相談にきてみませんか？ 

ボランティア・アドバイザーってどんな人？ 

自分自身も ボランティア活動をおこないながら，これから「ボランティア活動をしてみたい」 という人

や，すでに 「ボランティア活動をしている」 人に対し，自らの経験を活かして相談や助言をしたり，ボ

ランティア活動への参加のきっかけをつくったり，情報提供などを行う人です。 

 

 

 

 

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 

 〒720-8512 福山市三吉町南 2-11-22  

 電 話 084－928-1346 ＦＡＸ 084-928-1331 

 

 

 

 

 

ボランティア・アドバイザーが 

はじめの一歩を応援します！ 

ボランティア相談 

●開設日● 

月～金 10：00～12：00 

        13：00～15：00 

●場 所● 

福山すこやかセンター 

2 階ボランティアセンター 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年度(平成２７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 2015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 ４３０円 

基本タイプ B ４５０円 天災タイプ B ６５０円 

 

●補償期間 ２０１５年４月１日 午前０時～２０１６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ２０１６年(平成２８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 

 

 

福山市手話講習会が始まります！！ 

手話を通じて，聞こえない人とのコミュニケーション手段を楽しく学ぶ 

手話講習会（入門課程）が４月より，市内 8会場で開催します。 

現在受講者を募集しています。詳しい内容については，別紙チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 
 

一年間ボランティア活動にご協力いただいたみなさま，ありがとうございました。 

２０１５年度も引き続き，ボランティア活動にご協力をお願いいたします。 

 
 

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 

 

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２3７」は，２０１5年４月 1６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， 

  ４月 1０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) 


