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福山市ボランティア連絡協議会

第３回情報交流会を開催しました
ボランティアグループの連携を深め，課題を共有することを目的に活動している「福山市ボランティア連絡協
議会」主催の第３回情報交流会が３月１４日（火）に開催されました。
今回は「社会的課題の解決にむけて」～子どもの貧困について考える～をテーマに，２団体（円ブリオ福山，
こぶしヶ丘学園）から報告がありました。その後，グループワークでは前段の報告を受け子どもの貧困について
問題点・解決方法について話し合いました。

広がれ コミュニケーションの輪！

手話講習会が始まりました
今年も市内６会場で，福山ろうあ協会を中心に市内
の手話サークル（とんど，芦の会，ゆびこみ）の協力
を得て手話講習会が始まりました。
手話を理解する人が増えることで，ろうあ者のみな
さんの社会参加がよりいっそう進み，また地域におけ
るろうあ者に対する理解を深めることができます。
講習会は９月までと少し長い期間にはなりますが，
みなさん手話を楽しく学んでいただきたいと思いま
す。

あなたのまちの喫茶店風サロンの紹介
鞆学区 平２町内会よりあいサロン“ひら”
今年度２年目の喫茶店風サロン“ひら”は海沿い
で，台所からは海が見える，明るく・広く開放的な
会場で開催されています。
会場に入ると“調子はどんな？”等ボランティア
さんから参加者へ声掛けが聞こえます。みなさん思
い思いにおしゃべりされ，参加者最高齢１００歳！
の女性も話が弾んでいました。

開催日時：毎週木曜日 ９：３０～１１：３０
参加費：１００円 場所：平二丁目会館
喫茶店風サロン・・・地域の集会所などにおいて，定期的に
決まった時間，週１回以上一時的にその場所を喫茶店として
ボランティアが運営する地域の居場所です。

ボランティア募集ＮＯ．１ 発達に課題のある子どもさんと一緒にプールで遊んでください
継続募集
発達に課題のある子どもたち（就学前）が通う施設「草笛学園」では，週に 1 回子どもたちとプール
へ一緒に入ってくれるボランティアを募集しています。施設職員も一緒にプールに入り指示しますので，
安心して活動ができます。
（泳げなくても大丈夫です。）
（依頼団体 草笛学園）
■活動日時

５月 ９日・１６日・２３日・３０日（火）
１４：００～１５：００
■場
所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15）
■募集人数 ２人
■持 参 物 水着・水泳帽子・バスタオル
■そ の 他 継続して定期的にご参加いただける方を希望します

ボランティア募集ＮＯ．２ 祭りの手伝いをお願いします
急募

（依頼団体 地域福祉センター向永谷）

特定非営利活動法人地域の絆 地域福祉センター向永谷では，参加者の方々とコスモスの種まき交流を
する「第１０回わいわい祭り」を計画しています。
祭り会場のお手伝いをしてくれるボランティアを募集しています。
■活動日時
■場 所
■活動内容
■持参物
■その他

４月２２日（土） ８：３０～１４：３０（集合時間 ８：３０）
地域福祉センター向永谷（駅家町向永谷７２－１）
祭り会場の設営・出店の準備と販売補助・駐車場の案内・片付け等
エプロン・三角巾
昼食有，駐車場に限りがあります

老人大学ボランティアクラブでは，３月１４日（火）に世羅町津名地区で活動する「津名地区ボランティア
友の会」のみなさん１７名を迎えてボランティアグループ視察交流会を開催しました。
参加者それぞれの多岐にわたるボランティア活動の話があり，みんながやりがいを感じ楽しめるボランティ
アグループを目指して，どうすればいいのか笑顔と知恵を出し合い，たくさんの意見交換をしました。
「笑顔で楽しむ」
「みんなが主役」などを大切にしながら，これからも活動を継続していこうと励ましあい
ました。

ＴＵＮＡＧＵに掲載の活動に参加希望の方は，福山市社会福祉協議会
ご連絡ください。

ボランティアセンターへ

子ども好きの方，ご協力ください！！（定期開催
日
場

活動名

時
所

託児ボランティア）

募集
人数

内

容

５月 ９日（火）１３：３０～１５：１５
東部市民センター
５月１７日（水）１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター
離乳食講習会

３～
１０

保護者が受講している間，乳
児（４～８か月）の託児

５月１２日（金）
・１９日（金）・２６日（金） １～
９：３０～１２：３０
３
福山すこやかセンター東館１階プレイルーム

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）の託児

５月２６日（金）１３：３０～１５：１５
北部市民センター
５月３０日（火）１３：３０～１５：１５
西部市民センター

うさぎサークル
ぱんだサークル
こあらキッズ

きりんサークルⅠ

５月１０日（水）
・１２日（金）
９：３０～１２：３０ 東部市民センター
５月１２日（金）
・１９日（金）
９：３０～１２：３０駅家コミュニティセンター分館

５月１９日（金）
９：３０～１２：３０ 西部市民センター

ボランティア情報誌・福祉だより「ほほえみ」の発送作業をお手伝いください。
社会福祉協議会では，ボランティア情報誌の発送作業，福祉だより「ほほえみ」の封入作業にご協力いただけ
るボランティアを募集しています。どなたでも気軽に参加できる活動です。

活

動

ボランティア情報誌
発送作業

活動場所

５月１８日（木）

活動時間
10：00 ～ 11：30

内

容

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシを折る，
宛名シールを貼る，封入する等の簡単な作業

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）

福祉だより「ほほえみ」
封入作業

活動場所

活動日

５月２５日（木）

10：00 ～ 11：30

封筒のサイズに合わせて福祉だよりを折る，封入
する等の簡単な作業

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）

■ 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。

参加者募集中！ボランティア・アドバイザーによる“楽々”小物づくり＋カフェ
ボランティア・アドバイザーによる“楽々”小物づくり教室＋カフェ。みなさんも，小物を作りなが
らボランティアについておしゃべりしてみませんか。
■日 時 ５月２４日（水） 折り紙でつくる「ぴょん かえる」
６月 ７日（水） 木工「葉っぱのコースター」
いずれも１０：００～１１：３０
■場 所 福山すこやかセンタ－ ２階 ボランティアセンター
■定 員 各８人（電話での申し込みが必要です。定員に達しましたら抽選を行います。）
※初めて応募される方を優先して受付を行います。
■持参物 ◎折り紙：おりがみ（包装紙も可）
，はさみ，ボンド，えんぴつ，さし，へら ◎木工：軍手
■服 装 汚れても良い服装。
■参加費 無料。持参物の準備をお願いいたします。
※“楽々”小物づくり教室＋カフェは毎月第１，４水曜日に開催しています。
予告なく開催内容を変更する場合があります。あらかじめ，ご理解のほどよろしくお願いいたします。

福山市ボランティア連絡協議会

加入グループ

コミュニティー広場 ≪愛ＬＯＶＥふくやま≫
編み物で地域貢献を行うボランティアグループ
≪愛ＬＯＶＥふくやま≫は，作成した編み物を東
北（宮城県岩沼市）及び熊本地震の被災地へ寄付
しています。市民病院で販売もしています。
活動日：毎月第２・３・４火曜日 １３～１６時
活動場所：すこやかセンター
２階ボランティア活動センター
月会費：１，０００円

ただ今，会員募集中！一緒に活動しましょう！
☆編み物に興味がある方
☆福祉まつりに参加できる方
（２０１７年１０月２１・２２日開催！）
☆年齢不問
毛糸はご用意します。
各自編み針をご用意ください。

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２６２」
（５月１８日発行予定）へ 記事掲載依頼・ボランティア
募集依頼希望のグループ・団体は，５月８日（月）午前中まで にご連絡ください。
チラシ等の封入希望のグループ・団体は，５月１６日（火）午前中まで にご持参ください。

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ
各義援金の受け付け期間が延長されました！
１．東日本大震災義援金
取扱期間

２０１８年(平成３０年)３月３１日（土）まで

２．平成２８年熊本地震災害義援金
取扱期間

２０１８年(平成３０年)３月３１日（土）まで

３.平成２８年新潟県糸魚川市大規模火災義援金
取扱期間

２０１７年(平成２９年)６月３０日（金）まで

お寄せいただいた義援金は全額被災された皆様にお届けいたします。皆様の温かいご支援をよろしくお願い
いたします。

２０１７年（平成２９年）４月から「社員」が「会員」になります
赤十字が行う活動は，皆様からの資金協力とボランティアで支えられています。これまで赤十字の支援者を
「社員」とお呼びしていましたが，
「会員」と改めます。支援いただける皆様は，単なる協力者ではなく，赤十
字のかけがえのないパートナーです。今後も，皆様にとってわかりやすい，参加しやすい赤十字を目指します。
毎年６月に日本赤十字社広島県支部福山市地区（事務局：社協）を通じ，自治会・町内会の皆様にご協力い
ただいています「社資」も「会費」と名称が変わります。
義援金の受付・お問合せは，
福山市社会福祉協議会 福祉サービス課 電話：084－928－1334・FAX：084－928－1331 まで

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

小，中学校等での福祉体験学習にサポーターとして一緒に取り組んでいただける
メンバーを募集しています！詳細は，ボランティアセンターまでお問合せください。
市内の小・中・高等学校等からの「福祉学習をしたい」や「ボランティアについて学習したい」などの相談につ
いて，学年や実施時期，学習のねらい等をお伺いしたうえで，効果的な学習となるよう，ボランティアセンター
担当者・地域等で活躍する様々なボランティア活動者が企画づくりをサポートします。
体験学習を通して社会にはいろいろな立場の人がいることを学び，共に生きていくことの大切さを知る，子ど
もたちの豊かな心の育ちにつながる授業のお手伝いをします。

福祉体験学習について希望されるみなさまへ
１．福祉体験学習等のお申し込みは３ヶ月前までにご相談ください。それ以降になりますと調整，対応が難
しくなる場合があります。
※５～６月は申し込みが集中します。早めにご相談ください。
状況によっては，ご依頼に添えない場合もあります。
２．物品（車いすなど）の運搬は，各自でお願いします。
３．福祉体験学習等を実施する際は，事前の打合せやコースの下見を行わせていただきます。
４．事前の打合せの際には，体験学習に関するプログラムの資料等を参考までにお知らせください。

ボランティアセンターでは，福祉教育や様々な福祉体験学習のために，各種機材を揃えています。ご利用にあ
たっては，事前の予約が必要です。
内容

数

車いす普通用
（介助・自走可）のスタンダードなタイプ

１８台

アイマスク

２０枚

点字盤

３０台

高齢者疑似体験セット

S ４セット，M ８セット，L ４セット

白杖

１０本

私たち「朗読グループ神辺ひまわり」は，視覚障がい者の方へ「広報ふくやま」「市議会だより」「福祉だよ
り＜ほほえみ＞」等を録音し CD にして届ける活動をしています。また，図書館で小さい子どもを対象とした
読み聞かせを毎月１回行っています。
みんな素人の集まりですが，多くの情報をお伝えしたいと和気あいあいと頑張っているグループです。
私たちと一緒に活動していただける方はお声かけください。
定例会 日時：毎月第２水曜日 ９：３０～１２：００
場所：かんなべ市民交流センター
申し込み先 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
電話：０８４－９２８－１３３３ ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

「要約筆記」とは，難聴・中途失聴の方に，話の要点をその場で文字に
して伝える筆記通訳です。紙に筆記したり，パソコンに入力したり，
OHP・OHC といった機材を使い情報を伝えます。この講習会では，要
約筆記を通じて難聴・中途失聴の方とのコミュニケーション手段の方法
を学びます。

●日

に

●時

ち

２01７年（平成 2９年）
５月１７日，５月３１日，６月１４日，６月２８日，７月１２日
７月２６日，８月２日※，８月９日，８月２３日，８月３０日※
９月６日
（水曜日・全 1１回）

間

１０：００～１５：００

（１２：００～１３：００はお昼休憩です）

※印の日は１０時から１２時までの受講となります。

●場

所

福山すこやかセンター

者

市内在住で，初めて要約筆記を学ぶ方
講習会修了後にボランティア活動ができる方

●内

容

・手書きコース
・パソコンコース（パソコンを持参できる方）

●定

員

合計 20 人

料

３,４００円（テキスト代）

●対

●受

象

講

●申 込 方 法

●主
●講
●申

込

（福山市三吉町南 2-11-22）

※先着順

電話、FAX 又は郵送で、講習会名・住所・名前・電話番号・
希望コースをお知らせください。

催
師
先

福山市社会福祉協議会
福山市難聴者・中途失聴者協会 ・福山要約筆記サークルさんりん車
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

ボランティアのつながりは地域のつながりを支えていく

第３弾！

様々な分野で活躍中のボランティアさんに，気軽に楽しくボランティア活動をするためのコツを教えていた
だきました。

萩谷

昭子さん

＜主な活動＞
喫茶店風サロン，認知症サポーター，
運動普及推進員，ボランティアアドバイザー

Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？
A

仕事を退職し，暇の溢れる生活に，何かないかと模索していた時社協のボランティア研修会に参加
し『私のできる事』を見つけようと思ったのが活動のきっかけです。
Q２．ボランティア活動の魅力は？

A

ボランティア活動では，多くの仲間がいて助け合いながら学び，人が出会い，活動することでお互い
を知ることができ『助けてといえる地域づくり』が出来るのでは！！
Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひと言

A

「支え合いとは」＝「できることの交換」だと思います。高齢化へ向かう今，お互い支え合いの社会
をつくるため，ボランティア活動に参加し「自分にできる事」を見つけてみませんか？元気をもらえま
す，楽しいですよ！

天野

晴夫さん

＜主な活動＞
認知症サポーター，ボランティアアドバイザー等

Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？
A

仕事を退職するまで，単身赴任生活が長く，地域，家族を留守にする事が多く少しは地域・社会に恩
返しできればと思い,始めました。
Q２．ボランティア活動の魅力は？

A

何歳になっても，学ぶ事が多い中で，ボランティア活動を通して人と人との触れ合いの中で新たな自
分が認識でき，新たな力をいただけます。
Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひと言

A

最初は何をしようか？と戸惑いましたが，身近で自分ができる小さな事から始めました。

ボランティアセンター登録団体のみなさまへ

２０１７年度 福山市社会福祉協議会ボランティアセンターの利用登録【継続】について
（お願い）
「福山すこやかセンター内のボランティアセンター」を本年度も引き続き利用されるボランティア団
体はつぎのとおり手続きを行ってください。

継続して利用される団体で
「代表者」「活動内容」等に

変更がない場合

同封の「２０１７年度ボランティアセンター利用登録（継続）届」
の 引き続き利用する に○をつけて提出してください。

継続して利用される団体で

同封の「２０１７年度ボランティアセンター利用登録（継続）届」

「代表者」「活動内容」等に

の 引き続き利用する に○をつけ、「ボランティアセンター登録用

変更がある場合
利用を希望しない団体

紙」には変更事項を朱書きで修正していただき，以上の２枚を提出
してください。
同封の「２０１７年度ボランティアセンター利用登録（継続）届」
の 登録を抹消する に○をつけて提出してください。

・提出には同封の返信用封筒をご利用ください。

・また、活動の様子が分かる写真がありましたら同封してください。
※ ボランティアセンターの利用については，同封の別紙「社会福祉協議会 ボランティアセン
ター利用案内」をご覧ください。
※ ボランティアセンターへ利用登録をされた団体は，ボランティアグループ同士の情報交換・
連携を目的とした「福山市ボランティア連絡協議会」へ加入していただきます。
（年会費等は無料）
。
※ 提出いただいた登録用紙をもとにボランティアグループを紹介するパンフレットを作成い
たしますので,あらかじめご了承ください（個人情報は掲載しません）
。

提出締切：２０１７年

５月３１日（水曜日）

問い合わせ・提出先 ：福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
〒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
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