
 

 

 

 

  

この冊子は，一芸や特技を活かして福山市内で活動されているボランティア団体の活動紹介をまとめたも 

のです。 

      食事会や集い，サロンなど人が集まって楽しみたいとき，演奏や演芸を披露してくれるボランティアさん 

を呼んではいかがですか？いつもの集まりに新鮮なネタをプラスするために，あるいは交流の潤滑油とし

て・・・是非この冊子をご活用ください。 

 

   

   ご利用にあったては，次のことにご留意をお願いいたします。 

  １ 依頼の方法について 

① 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）を通じて 

行います。 

② 行事２か月前程度を目安に早めにご依頼ください。ボランティア依頼票を提出して 

ください。 

③ 第３希望まで候補をあげるようにしてください。 

④ 依頼票はホームページからダウンロードできます。 

  ２ 個人情報保護について 

      団体・個人の方との連絡につきましては，個人情報となります。活動依頼以外の目 

的での使用は禁止といたします。 

  ３ 費用負担について 

      交通費・材料費など活動に係る実費については，基本的に依頼者のご負担となります。 

活動依頼の際に双方にて確認をするようにしてください。 

  ４ 掲載の情報の取り扱いについて  

      掲載内容の無断転載・複写についてはご遠慮ください。 

      掲載内容は随時更新をいたしますので，ご理解の上でご利用ください。 

        

      お問い合わせ先  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） 

                 TEL：084-928-1346   FAX：084-928-1331 



福山市社会福祉協議会 

一芸ボランティアリスト 

 

NO ジャンル 団体名 内    容 備  考 

１ お話 おはなしうさぎ 
絵本・紙芝居・読み聞かせ・歌等をとりまぜて，高齢者の

方，子どもさん対象に楽しんでもらっています。 

 

２ 物づくり 
布絵本手作り 

ボランティア委員会 

子どもの施設で布の絵本による読み聞かせをしていま

す。布絵本の手作り講習会。作品のみを無料で貸し出しも

しています。 

 

３ 踊り よさボラ 

よさこい踊りをとおして高齢者と交流をはかる。 

依頼のあった施設を訪問，利用者，スタッフの方々と踊り

を楽しむ。 

 

４ 物づくり ふれ愛の会 

高齢者施設の訪問活動。 

通所リハビリ教室・高齢者・障がいのあるかたへのちぎり絵

指導交流。 

ボランティア育成。  

材料費 

実費負担 

交通費有 

５ マジック 福山奇術クラブ 

マジックでの活動。社会福祉施設訪問・イベントに参加。 

マジック・フェスティバル開催。 

会員の技術の向上を目指し，レクチャーを開催。 

 

６ 演芸 ほほえみ一座 

施設等の慰問，地域の活動，いきいきサロン等依頼によりボ

ランティアにて訪問公演。演目は大正琴，カラオケ，ハーモニ

カ，フラダンス，南京玉すだれ，傘踊り，日本舞踊。 

交通費 

3,000～

5,000円 

希望 

７ お話・歌 

読み聞かせ 

サークル 

『おおきくな～れ』 

依頼に応じて読み聞かせ・手遊び・ふれあい遊び・歌・紙芝居

等を盛り込んだ「おはなし会」を企画，実施しています。 

（子育てサークル・幼稚園・高齢者福祉施設等） 

月１～２回のペースで定期で実施も可能。 

 

８ 演芸 梅の会 
舞踊・踊り・腹話術・カラオケ・小咄・昔話・安来節。 

神辺町近辺で活動。 

 

９ 演芸 
備後ハッピー 

交友会 

福山市内を中心に府中・井原の会員で活動しています。 

高齢者施設を訪問。 

カラオケ・踊り・フラダンス・銭太鼓・郷土芸能等を組合わ

せ１時間位の設定で交流訪問をしています。 

カラオケの音響設備のあるところ。 

 

 

 



福山市社会福祉協議会 

一芸ボランティアリスト 

 

NO ジャンル 団体名 内    容 備  考 

10 演芸 
ボランティアの会 

永遠【とわ】に 

施設訪問。 

楽器（琴・オカリナ・電子ピアノ・ハーモニカ）演奏。歌・銭太

鼓・尺八・マジック・ダンス・よさこい・フラダンスを披露。 

 

11 演奏 
ＡＺ 

（アーツェット） 
色々なジャンルの歌とピアノ演奏。絵本の読み聞かせと音

楽などのコンサート。 

交通費・ 

謝礼必要 

12 人形劇 人形劇団 キャッツ 

福山おやこ劇場の大人の会員の自主的な創作活動。 

保育所・幼稚園・小学校・子ども会・公民館・障がい者施設

の他，商店街や福山市内のイベントに応じて，人形劇の公

演・出張公演しています。 

脚本・演出・人形づくり・道具・音響など全て団員の手作り 

謝礼 

5,000～

10,000円 

１３ 演奏 アンサンブルきらら 

ピアノ，ヴァイオリン演奏。 

演奏を聴いていただいたり，みんなで一緒に歌ったりしま

す。 

 

１４ コーラス ハッピーボイス 

男性コーラスグループ。 

施設，デイサービス，敬老会等の慰問。 
 

１５ 踊り 

タキクミコ・トモコ 

ハーラウ フラ  

オ カ レオ  

コルヒア 

ハワイアンフラ（ハワイの伝統文化）をご覧いただき，楽し

い癒しの時間を提供。 
 

１６ 踊り すみれ 大正琴，日舞を演じています。  

１７ 歌 胡浜 勲（森 進伍） 歌手・ものまね（全日本歌手歌謡選手権初代 10勝勝ち抜

きチャンピオン） 
謝礼必要 

１８ 踊り 
ハイビスカス 

グループ 

フラダンス・日本舞踊。 

各病院・デイサービス・町内会行事などで活動していま

す。 

 

１９ 物づくり 
ふくやま 

アートフレンド 

パステルアート作品作り（初めての方でも簡単に作れま

す）１回５人から受付。 

フレーム有：５００円，フレーム無：４００円 

 

２０ 演劇 劇団 ミムラ 

ミムラの社員で構成する劇団で，地域貢献を目的として

高齢者施設，障がい者施設，小学校，幼稚園，老人会など

を訪問しています。営業に支障のない日での調整をお願

いいたします。 

 

 



福山市社会福祉協議会 

一芸ボランティアリスト 

 

NO ジャンル 団体名 内    容 備  考 

２１ 演奏 

マンドリン・ギター・

アンサンブル・ 

ザ・ヒマワリ 

約 1時間演奏し，大半は歌詞カードを見ながら一緒に歌

を歌っていただいてます。 
 

２２ 演芸 田原軍団 カラオケ・踊り（傘・銭太鼓）・鈴子おどり・ゲーム  

２３ 演奏 きらら会 

施設に訪問して，歌（演歌・ポップス・童謡）をカラオケで

一緒に歌う。 

楽器を使う（電子ピアノ・マンドリン・サックス他） 

 

２４ 演芸 喜楽（きらく） 
地域のサロン・デイサービス等に出向いて，大人向け紙芝

居（歴史もの・民話）などをしています。 
 

２５ お話 えほん見
ミ

楽
ラク

る 

楽しい絵本のミラクルワールドを体験。 

絵本の読み聞かせ，絵本と音楽のコラボしたおはなし会 

幼児・児童にリトミックを導入し，また高齢者には脳トレー

ニングを取り入れています。 

 

２６ お話 藤田笑美子 
紙芝居をメインに，手品・絵手紙・踊り・歌・講師（子育て）

等をされています。 

謝礼 

3,000～

5,000円 

２７ 物づくり キラキラスマイル 

指で描くパステルアート。 

材料費は実費負担（金額は要相談） 

所要時間は 30～40分 

交通費 

必要 

２８ 物づくり ふぅわりパステル 
絵はがき・パステルアート他 

パステルアートクラフト（うちわ・しおりなど） 

材料費 

1人 500円 

交通費必要 

２９ 物づくり 
パステルアート

Anju 

絵が苦手な方や小さな子ども，高齢者の方でも簡単に優

しい色合いの絵が描けます。「パステルアート」のアートワ

ークを提供します。 

（指やコットンで色をぬります） 

材料費 

謝礼 

必要 

３０ お話 
エクスプレス 

エンパワー 

スライドを使い，福山駅の魅力を伝える。 

音ものまね 

（駅の構内放送・車内アナウンス・発車メロディなど） 

謝礼 

相談有 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

     

  

 

         社会福祉法人    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） 

           〒７２０－８５１２ 

             福山市三吉町南２丁目１１－２２（福山すこやかセンター内） 

             電話：０８４－９２８－１３４６  FAX：０８４－９２８－１３３１ 


