
 

 

 

 

 

 

 

  

 

３．１１ 東日本大震災を忘れない！シンポジウム 

  ～東日本大震災から５年 

                 教訓はどのように活かされているか～ 
                   と き 2016年（平成 28年） 

                        ３月 19日（土）13：30 ～ 15：30 

                ところ 福山すこやかセンター  

                           １階 多目的ホール 

                   参加費 無料 

                   募集定員 １５０名（先着順） 

 

   復興のトップランナーといわれる，宮城県岩沼市。 

   今回は，当時の関係者をお迎えし，トップランナーになり得た要因をみなさんと一緒に学びます。 

 

                          ※詳しくは，同封のチラシをご覧ください。 

 

 

  受講生募集！！               参加者募集！！  

   精精神神保保健健福福祉祉ボボラランンテティィアア講講座座      子ども健全育成支援事業 公開講座  

  精神障がい者に対する正しい理解を広め，社会    子ども等貧困について考えてみませんか？ 

 参加を支援するボランティアを養成する講座です。   

                           2015年 4月に生活困窮者自立支援法が施行 

  日 程：３月 11日・１８日・２５日       され，その中には子ども・若者支援が示され 

       毎週金曜日 全３回          ており，地域の実情に合わせた支援体制が求 

  時 間：13：30 ～ 15：30         められています。 

  場 所：福山すこやかセンター           福山市の生活困窮の現状と解決に向けた取り 

      （福山市三吉町南２－１１－２２）    組み状況等を聴き，未来ある子どもたちに対し 

  定 員：１５人 ※先着             て私たちに何ができるかを考えます。 

 主催 福山精神保健福祉ボランティアグループ                   

     「そよかぜ」                      日 時：３月７日（月） 

  申込・問合せ先                                       19:00～20:30  

  社会福祉協議会 ボランティアセンター         場 所：福山すこやかセンター      

     電話 084-928-1346                                    （福山市三吉町南 2-11-22） 

    FAX  084-928-1331              ※詳しくは，同封のチラシをご覧ください。 

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） 
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今年も開催します！ 

ぜひ，ご参加ください 



 

 

      

 

募集Ｎo.１９９                   離乳食講習会 

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

 

●活動日時，活動場所 

活動日時 活動場所 

3 月 3 日（木） 

 13：30～15：15 
北部市民センター 

3 月 8 日（火） 

 13：30～15：15 
西部市民センター 

3 月 11 日（金） 

13：30～15：15 

東部市民センター 

２階 創作室 

3 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    各日３～１０人 

 

 

 

募集Ｎo.２００                              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  ３月１日（火）・８日（火）・１５日（火） 13:45～15:20 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール（西町２－８－１５） 

●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。 

 

 

 

募集Ｎo.２０１      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    ３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.２０２      依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                            

●活動日時    ３月１５日（火）  

          10:00～11:30 

●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） 

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 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 

託児ボランティア 

うさぎサークルⅡ 

 



 

 

 

募集Ｎo.２０３           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.２０４                       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 ３月 ４日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ ３月１１日（金） 

③こあらキッズⅡ         ３月１８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.２０５                       依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

 

●活動日時    ３月 ５日（土）・１２日（土）・１９日（土）・２６日（土） 

         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！ 

  

 

依頼団体（施設名）：「医療法人しまたに居宅介護支援事業所」 

募集Ｎo.２０６                                 福山市新涯町 

 

●活動日時  週２～３回（１回につき３０分程度） 

●活動場所   サービス付き高齢者住宅 ルピナス港南（福山市新涯町２－４－２１） 

●活動内容   ８０歳男性と一緒に近所をお散歩していただける男性のボランティアを 

募集しています。（昔から散歩が大好きな方で，お一人で歩ける方です。） 

       ボランティア活動保険に加入していただきます。 

※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。 

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 

 

子育てサロンを運営 

散歩の同行ボランティア 

 



 

 

 

募集Ｎo.２０７                 依頼団体（施設名）：「福山市障害者体育センター」 

福山市港町                                                    

●活動日時    ①２月２８日（日）  9：00～15：00 

         ②３月１３日（日）   9：00～16：00 

●活動場所    福山市障害者体育センター（港町１－１１－１０） 

●活動内容    卓球大会の競技進行のお手伝いや球拾いなど。 

●募集人数    各日５～６人 

 

 

 

募集Ｎo.２０８                   依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

福山市北吉津町                                                 

●活動日時   不定期（利用者さんから依頼があったとき） 

●活動場所   イトーヨーカドーなど 

●活動内容   センター利用者の方（男性１人，女性１人）の買い物へ同行していただけるボランティ

アを募集します。（男性の方は，お話が好きな方なので，お話し相手もしていただきたい。） 

●募集人数   ２人 

 

 

 

募集Ｎo.２０９                  依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

                                       福山市北吉津町 

 

●活動日時    週１回くらい（１回につき１時間程度） 

●活動場所    福山市東桜町 

●活動内容    ８０歳代の女性の自宅で，話し相手をしていただけるボランティアを募集します。 

●募集人数    １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。 

 

 

  

依頼団体（施設名）：「エクセル鞆の浦 ケアハウス」 

募集Ｎo.２１０                                 福山市田尻町 

                                 

●活動日時    週１回（日曜日）14:00か 15:00くらいから１時間程度 

●活動場所     エクセル鞆の浦 ケアハウス（福山市田尻町４１１５） 

●活動内容     利用者さんへ，カラオケ・歌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。 

●募集人数    １人 

 

 

 

 

 

カラオケの指導ボランティア 

 

卓球大会お手伝いボランティア 

 

買い物の同行ボランティア 

 

傾聴ボランティア 

 



 

 

 

募集Ｎo.２１１               依頼団体（施設名）：「絆チャリティライブ実行委員会」 

                                                    

●活動日時    ①３月 ５日（土）   9：00～20：00のうち４時間以上（希望時間考慮可） 

         ②３月 ６日（日）   10：00～20：00のうち４時間以上（希望時間考慮可） 

●活動場所    福山市内１１ヶ所のライブ会場のうち１～２ヶ所 

●活動内容    屋 内：会場の受付，パンフレットの配布など。 

         屋 外：ライブ会場入場者の案内，駐車場の誘導など。 

●募集人数    各日１０人（両日又はどちらかだけでも可） 

●申込条件    イベント当日，携帯電話かメールで連絡可能な方 

 

 

 

 

募集Ｎo.２１２                依頼団体（施設名）：「深津学区ボランティアの会」 

 

                                                    

●活動日時    ３月 ３日（木）  授業  10：45～12：20 

●集  合    10:30 深津小学校会議室（南校舎１階西側） 

●活動場所    深津小学校 体育館 

●活動内容    深津小学校１年生児童と保育所園児への「昔の遊び」体験学習のお手伝いを 

         していただけるボランティアを募集しています。 

         懐かしい子どものころの自分の体験を，児童と一緒にもう一度やってみたい方， 

子どもたちと一緒に遊びませんか？ 

●募集人数    １０人 

           昔の遊び：折り紙，チラシ遊び，コマ，あやとり，けんだま，めんこ， 

おはじき，ゴム跳び，将棋崩し，手合わせ遊び，竹トンボ 

ができる方 

 

 

 

 

 募集Ｎo.２１３                  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 ３月３日（木） 10：00 ～ 11：30 封筒の型取り，のりつけやスタンプ押し 

バンク情報誌発送作業 ３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 

●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。 

 

 

 

 

チャリティライブのお手伝いボランティア 

 

深津小学校 授業のお手伝いボランティア 

 

再生封筒づくり・情報誌発送作業 

 



 

 

 

募集Ｎo.２１４                   依頼団体（施設名）：「福山市社会福祉協議会」 

                                     

●活動日時    ３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.２１５ 

 

福山市内に住むボランティアさん（男性）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 

 

 

 募集Ｎo.２１６ 

  

「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。   

       

 

 

 募集Ｎo.２１７ 

「ふくやまアートフレンド」さんが，一緒にパステルアートを楽しめる施設を募集しています。 

●活動日時    月曜日～日曜日 いつでも 

●活動場所    福山市内ならどこでも 

●活動内容    パステルアートを一緒に作製します。（材料費が必要になります） 

●申込方法    【 0
ゼロ

wa5574938 x
エックス

5w2d@ezweb.ne.jp】 

      こちらのアドレスへ直接，申込をしてください。折り返し連絡いたします。 

パソコンからは届かないことがあります。申込から２日経っても返信がない 

      場合は，社協へ連絡してください。 

 

 

                               

募集Ｎo.２１８ 

  福山市内の男性が，「レクリエーションで，笑いをお届けする」施設を募集しています。 

●活動日時    曜日・時間 いつでもＯＫ 

●活動場所    福山市内 

●活動内容    話し，歌，踊りなど，なんでも相談ください。 

施設で活動しています 

 

施設で活動しています 

 

 

施設で活動しています 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年度(平成２８年度)  

ボランティア活動保険の加入申し込み受付開始しています！ 
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２０１６年度ボランティア活

動保険の加入受付を開始しました。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 ２０１６年（平成２８年）４月１日 午前０時～ 

２０１７年（平成２９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 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  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。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

ボランティアバンク登録の内容の変更，情報誌発送不要の連絡は，電話かＦＡＸで 

福祉のまちづくり課まで。 

 

 

 

 

 

 

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２４８」は，２０１６年３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， 

３月 1１日（金）午前中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：「００１１０－２－５６０

６」 

加入者名：日本赤十社  

使い捨ての布を募集しています！ 


