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ボランティアグループ・団体を紹介します 

「鳩の会」         

 

私たち「鳩の会」は，みなさまが善意で収集された古切手・ベルマーク・テレホンカード・書き損じのハガ

キ・リングプル等を２階のボランティアセンターで整理しています。 

整理した切手は，社協より神戸にある誕生日ありがとう運動本部に送られ，障がいのある方達の活動資金と

して使われています。 

会員募集もしていますので，興味のある方はぜひ一度見学にお越しください！ 

活動日時：毎週水曜日 １０：００～１２：００ 

＊古切手集めのポイント・・・切手の周りは 3センチくらい離して切り取ってください。 

 （ぎりぎりを切り，勢いあまってミシン目にはさみが入ってしまうことを防ぐため） 

 

※誕生日ありがとう運動とは・・・ 

誰にでも年に一度めぐってくる誕生日に，福祉に積極的に関わっていく日として有意義に過ごすことを 

目的とした運動です。 

誕生日ありがとう運動は，ボランティアによって運営・推進されています。 

   

 

 

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） 
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福山市ボランティア連絡協議会に加入している（ボランテイアセンターに登録している）グループ・団体

を紹介するコーナーを設けました。「入会してみたいな」「協力したいな」「詳しく知りたいな」というグ

ループ・団体を紹介しますので，紹介を希望される方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。 

第１回福山市ボランティア連絡協議会 情報交流会 を開催しました！ 

 福山市ボランティア連絡協議会会員やボランティア活動をしている方，ボランティアに関心のある方な

どを交えて交流会を開催し，４８名の方に参加していただきました。 

 子どもの健全育成活動をしている読み聞かせサークル「おおきくな～れ」，施設訪問活動をしている「チ

ームよさボラ」から活動報告をしていただきました。 

 今回は『施設訪問，子どもの健全育成に関わるボランティア活動について考える』をテーマに開催しま

したが，今年度はあと２回実施予定ですので是非ご参加ください。 

        

 



      

 

募集Ｎo. ９２                   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 

8 月 31 日（月） 

13：30～15：15 

西部市民センター 

４階 創作室 

9 月 9 日（水） 

13：30～15：15 
北部市民センター 

9 月 11 日（金） 

13：30～15：15 

東部市民センター 

２階 創作室 

9 月 16 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. ９３                               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  ９月１日（火）・８日（火）・１５日（火）・２９日（火） 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. ９４      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    ９月 ４日（金），１８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.  ９５           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） 

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 

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. ９６                       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 ９月１１日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ ９月１８日（金） 

③こあらキッズⅡ         ９月２５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. ９７                         依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

●活動日時    8/22・26・29・9/5・12 

         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.  ９８     依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                                                             

●活動日時    ９月 １日（火）・１０月６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 

 

 

募集Ｎo. ９９   依頼団体（施設名）：側彎症患者の会（ほねっと） 

                                                             

●活動日時    ９月 ２６日（土）                                  

         13：00～17：00                     

●活動場所    市民参画センター３階和室（本町１－３５） 

●活動内容    保護者が活動している間の託児ボランティアを募集しています。（対象は小学校低 

学年で保護者が同室に居ます） 

●募集人数    ２～３人     

※駐車場有 

託児ボランティア 

 

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 

 

託児ボランティア 

 



 

 

募集Ｎo. １００                   依頼団体（施設名）：「グループホームわが家」 

                                        福山市引野町北 

●活動日時    週２～３回（１回につき１時間程度） 

●活動場所    グループホームわが家（福山市引野町北１－１０－８） 

●活動内容    利用者（８２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。 

         交通費支給あり 

 ※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. １０１                               福山市南蔵王町 

 

●活動日時 週１回（１回につき１時間程度） 

●活動場所 福山市南蔵王町 

●活動内容 ７５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。（できれば女性） 

●募集人数 １人   ※交通費支給あり 

※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。 

 

  

 

 福山市障害者体育センター 

募集Ｎo. １０２                                  福山市港町 

 

●活動日時    ９月２０日（日）   

●活動場所       福山市障害者体育センター 

            （港町 1丁目 11-10） 

●活動内容       球拾い,競技進行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。 

●募集人数       ６人       ●持参物     上履き         

 

   

  生活安全推進課 

募集Ｎo. １０３                           ファミリーランド推進協議会 

 

●活動日時    ９月 ２６日(土) 10：00～15：00（集合時間：９時４５分） 

●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「交通安全・防犯クイズ」の進行等の補助 

●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     

 

高齢者施設 施設内ボランティア 

 

傾聴ボランティア 

 

球拾いボランティア 

 

着ぐるみ着用ボランティア 

 



 

 

 募集Ｎo. １０４                  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 ９月 ３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 ９月１７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. １０５                   依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

                              

●活動日時     ９月 ２５日（金） 

          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．１０６ 

 

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 

 

 

  

   依頼団体（施設名）：社会医療法人社団陽正会 

募集Ｎo．１０７                                「寺岡記念病院」 

福山市新市町 

寺岡記念病院で，病院内ボランティアを募集し希望者を対象に事前に養成講座を開催します。 

●開催日時   ８月～（全３回程度） 

●活動場所   寺岡記念病院（福山市新市町新市３７） 

●活動内容   外来での車いす介助・案内・受診手続きの支援 

 ※養成講座を受講後，継続して活動に参加してくださる方を募集しています。  

 

 

情報誌発送作業 

 

マッサージ提供します 

 

福祉だより「ほほえみ」封入作業ボランティア 

 

病院内ボランティア養成講座を開催します 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

不要になった毛糸を募集します！ 

 

  ボランティア活動の相談にのるアドバイザーさんが，ボランティア活動の啓発に役立てるため，コッ

プを洗うタワシ作りをされています。不要になった毛糸を募集します。 

   

福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課までご持参ください。 

 

 
 

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。 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

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.２４2」は，２０１5年 9月 17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， 

  9月 11日（金）までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


