
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアアドバイザー養成講座開講しました 
 昨年に引き続き，ボランティア活動経験者で「ボランティアをやってみたいけれど・・・」という市民に 

対し，相談や助言・情報提供を行い，地域福祉・ボランティア活動への参加のきっかけをつくっていただける 

方を養成するボランティアアドバイザー養成講座（全４回）を６月１０日（水）に開講しました。 

  

   

保育（託児）ボランティア養成講座 

開講しました！ 

６月 11日（木）に，今年度の保育（託児）ボラン

ティア養成講座を開講しました。 

 「託児ボランティアをやってみたいけど，事前に勉

強しておきたい」「今まで，自分のやりたいことをや

ってきたから，今後は，託児ボランティアで協力した

い」など，皆さん，さまざまな意気込みでスタートさ

れました。 

 終了後，是非、託児ボランティアとして協力してい

ただきたいです！ 

 

 

 

 

 

夏です，もうすぐはじまります！ 

サマー・スクール      

運営ボランティアを募集します！ 

今年も発達に課題のある児童のためのサマー・ス

クールを８月４日（火）から全１０日間の日程で開

催します。 

 小学生と一緒にプール遊びをしたり，調理実習をして 

一日過ごすプログラムです。 

 子どもたちの「楽しい夏の思い出づくり」にぜひご協

力ください！！ 

              

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 ０８４－９２８－１３３３ 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：2015.6.18 
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自由遊びの

時間の様子

です 

＜受講生の声＞ 

また新たな気持ちで受講しました。（２回目の受講） 

相手が何を求めて来ているか，素直な気持ちで耳を傾

けて聞くことが大切だと感じました。 

 講義の内容をしっかりと自分の成果として持ち帰る

ことができました。 

 今後相談に来られた方にとって「相談したい」と心

から思ってもらえるようなアドバイザーになれたらい

いなと思っています。 

１回目講義の様子 



      

 

募集Ｎo. ４９                   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 

6 月 26 日（金） 

10：00～11：45 
千年公民館 

7 月 10 日（金） 

13：30～15：15 

東部市民センター 

２階 創作室 

7 月 15 日（水） 

10：00～11：45／13：30～15：15 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室 

7 月 29 日（水） 

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. ５０                               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  ６月２３日（火）・３０日（火）・７月１日（水）・８日（水） 13:45～15:20 

●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。 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール（西町２－８－１５） 

 

 

 

募集Ｎo. ５１                            依頼団体（施設名）：「福山市母親大会実行委員会」 

 

●活動日時  ８月９日（日） 9:00～12:30／13:00～16:00 

●活動内容    大会中の託児ボランティアを募集しています。（子どもは１０歳未満の予定） 

●活動場所  福山市東部市民センター（伊勢丘６－６－１）  

●募集人数  午前・午後各３名 

       ※午前の方にはお弁当有  

 

 

 

募集Ｎo. ５２      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    ７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 

 

託児ボランティア 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 



 

 

募集Ｎo.  ５３           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５－１６－３） 

●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. ５４                       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 ７月１０日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ ７月１７日（金） 

③こあらキッズⅡ         ７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. ５５                         依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

 

●活動日時     6/27・7/4・11・18・22・25・29 

         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２－１１－２２）  

●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. ５６     依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                                                             

●活動日時    ７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６－６－１） 

●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歳児を含む） 

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 

子どもの居場所づくり 

 

子どもたちの学習指導・交流の場提供 

託児ボランティア 

うさぎサークルⅠ 

 



 

 

 

募集Ｎo. ５７                主催：「小規模多機能ホーム 愛の郷 芦田川」 

                                        福山市水呑町 

●活動日時    月曜日～金曜日 14:00～ 

●活動場所       小規模多機能ホーム 愛の郷 芦田川（水呑町４０１５－１） 

●活動内容    利用者（８０代男性）が散歩する際に同行していただけるボランティアを募集してい

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. ５８                                 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. ５９                 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. ６０ 

 

●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 

施設内ボランティア 

 

児童発達支援 

散歩の同行ボランティア 

 

高齢者施設 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 



 

 

 依頼団体（施設名）：「デイサービスセンターシルバーの家」 

募集Ｎo. ６１                                 福山市南本庄 

 

●活動日時    月曜日 13:30～16:00の間 

●活動場所       デイサービスセンターシルバーの家 

            （南本庄５－５－１２）          

●活動内容      利用者（８０歳男性）と一緒に将棋を楽しんでいただけるボランティアを募集していま

す。 

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

募集Ｎo. ６２                                 福山市北吉津町 

 

●活動日時    未定 ※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。 

●活動場所       特定非営利活動法人地域の絆 地域福祉センター北吉津  

            （北吉津町３－２－４２）       

●活動内容      利用者（７０歳代男性）と一緒に将棋を楽しんでいただけるボランティアを募集してい

ます。 

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

募集Ｎo. ６３                                 福山市北吉津町 

 

●活動日時    未定 ※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。 

●活動場所       西桜町と東吉津町 

●活動内容       室内の掃除にご協力いただけるボランティアを募集しています。 

 

※初めて訪問する時は,福山市社会福祉協議会の職員がご一緒して顔合わせします。  

 

 

   

                   依頼団体（施設名）：「社会福祉法人一れつ会しんふぉにい」 

募集Ｎo. ６４                                 福山市三吉町 

                                        

●活動日時    ９月１３日（日）  雨天中止 

         9:00～15:00    

●活動場所    福山市竹ヶ端運動公園 陸上競技場（福山市水呑町４７４８） 

●活動内容    競技の受付・召集等にご協力いただけるボランティアを募集しています。 

   ※締切 ７月１５日（水） 

 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

清掃ボランティア 

 

高齢者施設 

スポーツ大会運営ボランティア 

 



 

 

                                                      

募集Ｎo. ６５            依頼団体（施設名）：「社会福祉法人一れつ会しんふぉにい」 

                                      福山市三吉町           

●活動日時    ７月１８日（土） 

         17:00～20:00（小雨決行，雨天の場合は翌日）   ※集合時間は１５：３０です。 

●活動場所    しんふぉにい（三吉町５－１－４５） 

●活動内容    模擬店，ゲームコーナー等の運営ボランティアを募集しています。 

※締切 ６月３０日（火）       *食事有り 

 

 

 

                                  

募集Ｎo. ６６         依頼団体（施設名）：「社会福祉法人一れつ会しんふぉにい 法人本部」                                                        

福山市加茂町 

●活動日時    ７月２５日（土） 

         17:00～21:30（小雨決行，雨天の場合は翌日）   ※集合時間は１６：００です。 

●活動場所    社会福祉法人一れつ会（加茂町上加茂８１１） 

●活動内容    模擬店，ゲームコーナー，駐車場整備，利用者対応等の運営ボランティアを募集して

います。 

※締切 ６月２７日（土）      *食事有り 

 

 

 

                               

募集Ｎo. ６７               依頼団体（施設名）：「社会福祉法人一れつ会 春日寮」                                                      

福山市青葉台 

●活動日時    ７月３０日（木） 

         17:00～21:00（小雨決行，雨天の場合は翌日）   ※集合時間は１６：００です。 

●活動場所    春日寮グラウンド（青葉台１－２０－１） 

●活動内容    模擬店，ゲームコーナー，駐車場整備，利用者対応等の運営ボランティアを募集して

います。 

         ※締切６月２６日（金）      *食事有り 

 

 

 

   

                      依頼団体（施設名）：「介護老人保健施設ゆめの杜」 

募集Ｎo. ６８                                 福山市千田町 

                                        

●活動日時    ８月２日（日）  雨天決行 

         11:00～15:00    

●活動場所    介護老人保健施設 ゆめの杜  

         （福山市千田町千田２５９１－１） 

●活動内容    夏祭り時の模擬店の準備・調理・販売等 （昼食有） 

●募集人数    ２５名   ※締切 ７月２１日（火） 

フェスタ運営ボランティア 

 

フェスタ運営ボランティア 

 

フェスタ運営ボランティア 

 

フェスタ運営ボランティア 

 



  

   依頼団体（施設名）：「生協ひろしま 寄ってこ～家」 

募集Ｎo. ６９                             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 5－7-13），（山手町 2－７－１６）  

●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. ７０                   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 ７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 ７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２－１１－２２） 

※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. ７１                    依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

                              

●活動日時     ７月 ２７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２－１１－２２） 

●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．７２ 

 

福山市内に住む男性ボランティアさんが，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    土曜日・日曜日・祝日 13:00～15:00 

●活動場所    福山市内どこでも 

 

 

施設内ボランティア 

 

情報誌発送作業 

 

福祉だより「ほほえみ」封入作業ボランティア 

 

マッサージ提供します 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ひまわりテープライブラリーをご活用ください！ 

 
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターでは，朗読録音グループ「ひまわり」「た

んぽぽ」「なのはな」のご協力をいただき，視覚障がい者の方向けのテープを作成していま

す。 

 テープのダビング，CDの編集をして貸出します。書名の一覧パンフレットもありますので，

ご希望の方は福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターまでご連絡ください。 

 

 
 

 

 

  

 

マンドリン・ギターアンサンブル ザ・ひまわりさんが演奏を提供できる施設を募集しています。 

●活動日時    水曜日・木曜日（以外でも相談可） 13:00～15:00の間     

●活動場所    福山市内ならどこでも 

●活動内容    マンドリン，ギターで演奏し一緒に歌います。           

 

 

 

 
 

 

 

 

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.２４０」は，２０１5年７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， 

  ７月 1０日（金）までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設で活動しています 

 


