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ご存じですか？
“防災とボランティアの日”

福山市社協ボランティアセンターには
→
“ちょっとした困り事を身近に頼むことができな
い人”のために活動しているボランティアの方が
登録しています。
最近，「火災報知機を設置してほしい」という
依頼が少しずつですが増えてきました。画像は，
ひとり暮らしの高齢者のお宅で活動している様子
です。「息子が帰ってきたらつけてもらおうと
思っていたのですが、早い方がいいと思って…，
これで安心です」
柱に設置された火災報知機をうれしそうに眺め
ていました。

今年も古地図を
利用した交流会
を行います！

←1995（平成 7）年 1 月 17 日、たいへんな被害を
受けた「阪神・淡路大震災」。行政機関をはじめ、
外国などからもたくさんの人たちが、みんなで協力
して、被災者を応援しました。
そのなかには、全国からかけつけたボランティア
の人たちもたくさんいました。この大震災をきっか
けに、災害が起きた時のボランティア活動や、防災
活動への参加をもっと広めていこうと、1 月 17 日
を「防災とボランティアの日」
、1 月 15 日から 21
日を「防災とボランティア週間」と定めました。
福山市社協では毎年福山市役所やボランティアの
人たちと協力して，「防災とボランティアの日」に
ついてたくさんの人たちに知ってもらう取り組みを
しています。

ちょっとした困りごとを
解決するボランティア

←今年もやります、（福山市）東学区の江戸時代と
1934（昭和 9）年の古地図を使った「東小学校 6 年
生」との交流会！
「へぇ～、こんな所に駅があったのだ！」「家の
近くの橋、江戸時代からあったのだ～」など子ども
たちの楽しい声が聞こえてきそうです。
この取り組みは、子どもたちに「住んでいる地域の
歴史を知り，愛着をもってほしい」という願いを込
めて「東学区の福祉を高める会」が昨年から実施し
ているものです。
画像は、打合せの様子。古地図好き，福山の歴史
好きの大人たちが集まっているだけに「福山歴史小
ネタ」をたくさん教えてもらいました！

ボランティア募集 NO.147 ハンディキャップのある人たちの雪遊びにご協力ください。
ハンディキャップのある人たちの余暇活動を支援する会「NPO 法人えーる」では、つぎの日程で
雪遊びにでかけます。そこで利用者の移動の補助や、一緒に雪遊びを楽しんでいただけるボランティ
アを募集しています。会の役員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
●活動日時 ２月１１日（金・祝）７：４５～１７：００
●活動場所 広島県民の森スキー場（広島県庄原市）
●そ の 他 集合場所を現在調整中のため、詳しくは後日お知らせします。
昼食や活動場所までにかかる費用などは主催者で負担します。
活動場所までは貸切バスなどで移動します。
ボランティア募集 NO.148 映画会の運営に協力いただける方を募集しています。
自閉症の人とその家族の会「ＮＰＯ法人広島自閉症協会」では、つぎの日程で映画会を行います。
そこで会場の設営や片づけ、場内案内、配布資料の準備などをしながら映画会の運営を一緒にしてい
ただけるボランティアを募集しています。会の役員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加
できる活動です。
●活動日時 ２月１１日（金・祝）９：３０～１７：３０
●活動場所 広島県民文化センターふくやま（福山市東桜町）
●そ の 他 昼食・交通費として１５００円を主催者よりお支払いします。
ボランティア募集 NO.149 子どもたちの遊び場を盛り上げていただける方を募集しています！
福山市千田町にある子どもたちのための「冒険遊び場てんぐりかっぱ」では、つぎの日程で遊び場
の整備（作業）や、遊び場の日に子どもたちと一緒に遊んでいただけるボランティアを募集していま
す。ボランティアの内容は、作業の日は、ペンキ塗りや草刈りなどをしていただくようになります。
また遊び場の日は、受付や料理の補助、片づけ、子どもたちの工作の補助などをしていただきます。
主催者がお願いしたいことなどを最初にお伝えするので、子ども好きな方や、体を動かして作業をす
るのが好きな方でしたら、どなたでも気軽に参加できる活動です。
（募集人数 各日２～３人）
● 活動日時 作 業 の日 ２月１０日（木）
・２４日（木）
・３月３日（木）
・１７日（木）
９：００～１５：００
遊び場の日 ２月２７日（日）
・３月２０日（日）９：３０～１５：３０
※いずれかの日、または都合のつく時間帯で活動可能です。
● 活動場所 冒険遊び場てんぐりかっぱ（福山市千田町薮路 ： 地図の送付可能です）
● そ の 他 ２月２７日（日）と、３月２０日（日）の遊び場の日は、昼食を準備してください。
飲み物は各日とも準備してください。
ボランティア募集 NO.150 夜のすこやかセンターで託児ボランティアをしませんか？
福山市内の障がいのある子どもをもつ保護者の団体「福山手をつなぐ育成会 小中学校部会」では、つぎの
日程で定例会を行います。そこで保護者と一緒に来ている子どもたち（小学生）と、遊んでいただけるボランティ
アを募集しています。定例会は夜間に行われ、子どもたちはすこやかセンターの中を行き来しながら、時間を過
ごすので、ボランティアの見守りがあるととても助かります。会の保護者が役割を分担しますので、どなたでも参
加できる活動です。（募集人数 各日１～２人）
● 活動日時 ２月１８日（金） １９：３０～２１：００
● 集合場所 福山すこやかセンター ３階団体活動室（福山市三吉町南 2-11-22）
ボランティア募集 NO.151 子どもたちの水浴訓練の補助をしていただける方を募集しています。
福山市内の障がいのある子どもをもつ保護者の団体「神辺育成会」では、毎月第４土曜日に、福山すこやか
センターのプールを利用した水浴訓練を行っています。そこで子どもたち（小・中・高校生）のプールの補助をし
ていただけるボランティアを募集しています。会の役員が役割を分担しますので、気軽に参加できる活動です。
なお、プールに入る子どもは男の子が多いため、できれば同性の方にプールの補助をお願いしたいです。活動
の頻度などは協力いただける方と相談しながら決めていきます。
● 活動日時 毎月第４土曜日 １３：００～１４：００
● 集合場所 福山すこやかセンター １階水浴訓練室（福山市三吉町南 2-11-22）

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター
℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。

ボランティア募集 NO.152
心おきなく利用者に将棋を楽しんでいただきたいです。
福山市神辺町にある高齢者施設「リーフ神辺」では、利用者の将棋の相手になっていただけるボラ
ンティアを募集しています。普段は職員が仕事の合間に対戦相手になっていますが、もっと利用者に
将棋を楽しんでいただきたいとの思いがあります。将棋ができる方でしたらどなたでも参加できる活
動です。●リーフ神辺（福山市神辺町大字川北 1482：地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.153 あなたのアイディアで利用者の五感を刺激してください！
福山市千田町にある障がいのある人の事業所「風」では、粘土や折り紙などで、利用者の五感を刺
激してくれるような活動をしていただけるボランティアを募集しています。利用者は重度の障がいの
ある方が多く、自由に体を動かすことは難しいですが、音楽を聴いたり、物に触れる、音を出すこと
などはとても好まれます。またアロマテラピーなどでハンドマッサージをしていただけるボランティ
アも同時に募集しています。材料などは、施設で準備します。なお、活動の頻度や日程などは、協力
いただける方と相談しながら決めていきます。
● 活動場所 障害者福祉サービス事業所 風（福山市千田町 2-15-25：地図の送付可能です）
● そ の 他 食事作りや掃除の補助、入浴時の整容ボランティアも募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
ボランティア募集 NO.154 作業所に通う人たちの社会参加を応援してください！
福山市今津町の障がいのある人たちの作業所「けやき工房」では、利用者が行う軽作業（箱折りや
箸置き塗りなど）の補助をしながら、利用者と交流していただけるボランティアを募集しています。
作業所の職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。なお、活動の頻度な
どは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。
● 活動日時 月～金曜日 ９：００～１５：００ ※都合がつく曜日や時間帯で活動可能です。
● 活動場所 小規模作業所「けやき工房」
（福山市今津町 6-6-18 ： 地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.155 利用者の作業をお手伝いいただける方を募集しています！
福山市水呑町にある知的な障がいのある人たちの作業所「なの花作業所」では、利用者の行う作業
を補助していただけるボランティアを募集しています。作業の内容は、空きカンの回収や、空きカン
つぶし、古紙の回収などになります。活動は月～金曜日の１０時～１５時の間で、活動曜日や頻度な
どは協力いただける方と相談しながら決めていきます。なお、１日を通して協力いただける方へは、
昼食を準備いたします。
● 活動場所 なの花作業所（福山市水呑町 4727‐6：地図の送付可能です）

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター
℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。
ボランティア募集 NO.156 再生封筒作りにご協力ください！
社協・ボランティアセンターでは、使用済みの封筒などを利用して再生封筒を作っていただくボラ
ンティアを募集しています。内容は封筒の型を取って切ったり、糊付けやスタンプを押していただく
作業です。作成いただいた封筒は、ボランティアの方たちへ発行している情報紙の郵送などに活用し
ます。センターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
● 活動日時
２月３日（木） １０：００～１１：３０
● 活動場所
福山すこやかセンター ２階ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）
ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。
ボランティア募集 NO.157 「TUNAGU（つなぐ） NO.１８７」の発送作業に、ご協力ください！
社協・ボランティアセンターが、ボランティアの人たちへ発行しているボランティアの情報紙、
「TUNAGU（つなぐ）」の発送作業にご協力ください。内容は封筒に宛名シールを貼ったり、情報紙を
折って封筒に入れていただく作業です。センターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に
参加できる活動です。
● 活動日時
２月１７日（木） １０：００～１１：３０
● 活動場所
福山すこやかセンター ２階ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）
ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。

ボランティア募集 NO.158

保護者が話し合いをしている間、子どもたちと遊んでください！

福山市内の学習障がい児をもつ保護者の会「モモの会」ではつぎの日程で、定例会を行います。そこ
で保護者と一緒にきている子どもたち（小中学生）と遊んでいただけるボランティアを募集していま
す。子どもたちはお互い顔なじみなので、子ども同士で仲良く遊びますが、ボランティアの見守りが
あると、保護者は安心して定例会を行うことができます。会の役員が役割を分担しますので、どなた
でも気軽に参加できる活動です。
（募集人数２～３人）
● 活動日時 ２月２０日（日） １４：００～１７：００
● 活動場所 霞公民館（福山市霞町 3－4－13 ： 地図の送付可能です）
● そ の 他 車は旧霞幼稚園のグラウンドに駐車することができます。
ボランティア募集 NO．159

赤ちゃんを抱っこしてあやしていただける方を募集しています。

福山市保健所ではつぎの日程で離乳食講習会を行います。そこで赤ちゃん（３～７か月）を、抱っ
こしてあやしていただけるボランティアを募集しています。担当の保健師や栄養士が役割を分担しま
すので、子ども好きな方であれば、どなたでも気軽に参加できる活動です。
活動場所

活動日

活動時間

東部市民センター２階創作室
（福山市伊勢丘 6-6-1）

２月 ３日（木）

１３：１５～１５：１５

福山市保健センター２階集団健診室・調理実習室
（福山市三吉町南 2-11-22）

２月１６日（水）

９：４５～１１：４５

西部市民センター ４階 創作室
（福山市松永町 3-1-29）

２月２３日（水）

１３：１５～１５：１５

● 募集人数 各３～９人 ● 持 参 物 エプロン
-ボランティア募集 NO.160

利用者が行う作業を手伝っていただける方を募集しています。

障がいのある人たちの作業所「あいあい広場（福山市神辺町徳田字原ノ丁 1848）
」では、利用者が
行う自主製品の作製時の補助や、スポーツや畑の手伝いなどを一緒にしていただけるボランティアを
募集しています。作業所の職員が役割などを分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
なお活動の頻度や日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。
ボランティア募集 NO.161

利用者を楽しませていただけるグループをお待ちしています！

福山市三吉町にある有料老人ホーム「桜並木」では、誕生日会やお楽しみ会などで利用者を楽しま
せていただける一芸ボランティアを募集しています。歌や踊り、楽器演奏、手品、紙芝居など利用者
を楽しませていただける方やグループであればジャンルは問いません。活動時間は、１５：３０前後
の約４０分間程度をお願いしたいです。また活動の日程などは、協力いただける方と相談しながら決
めていきます。●有料老人ホーム「桜並木」
（福山市三吉町５－３－５：地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.162

利用者の将棋の相手になっていただける方を募集しています！

福山市春日町にある高齢者施設「ありがとうミラクルデイサービス」では、毎週火曜日の１４～１
５時に、利用者の将棋の相手になっていただけるボランティアを募集しています。将棋を楽しんでい
る利用者は現在２～３人おられますが、対戦相手がいつも同じため、たまには他の人とも将棋を打ち
たいとの希望があります。利用者の将棋の腕前は中級レベルで、一緒に将棋を楽しんでいただける方
であればどなたでも参加できる活動です。なお、活動の頻度などは、協力いただける方と相談しなが
ら決めていきます。●ありがとうミラクルデイサービス（福山市春日町浦上 1211：地図の送付可能です）

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター
℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。

小学生のためのボランティア教室参加者募集！
ボランティア活動や障害のある人たちとのふれあいを通じて“違いを認め合い、共感する豊かな心

ご存知ですか，ＢＢＳ？参加してみませんか，ＢＢＳ！
みなさん，「ＢＢＳ」というボランティア団体をご存知ですか？Big

Brothers

And

Sisters

を育てたい”という思いから「小学生のためのボランティア教室」を開催します。

Movement の略で，様々な問題を抱える少年・少女と兄や姉のような身近な存在として接しながら，

♪ 日 時 １月２９日（土）／２月１９日（土）／３月１２日（土）

少年・少女が自分自身で問題を解決したり，健全に成長していくのを支援するとともに，犯罪や非行

１０時００分～１１時３０分 ※いずれかの日で参加可能です
♪ 場 所 福山すこやかセンター ６階大会議室（福山市三吉町南２－１１－２２）
♪ 対 象 市内在住の小学生

のない地域社会の実現を目指すボランティア団体です。アメリカで生まれて、日本では 1940 年代に
始まり、全国で 4,500 人のＢＢＳ会員が参加しています。
福山でも 1986 年（昭和 61 年）に再結成され，福山地区保護司会が企画する「社会参加活動」に

♪ 定 員 ３０名（先着順）♪ 受講料 無料
♪ 内 容 １月２９日（土）聴覚に障がいある人のお話を聞いたり、手話を覚えよう！

参加し，少年たちとの交流を深めています。
実は福山のＢＢＳ会（正式名称は福山地区ＢＢＳ会）
，会員の減少により存続の危機を迎えていま

２月１９日（土）視覚に障がいのある人のお話を聞いたり、点字をうってみよう！

す。そこで，福山地区ＢＢＳ会のことを知ってもらうために，２月に福山地区保護司会が行う「社会

３月１２日（土）車イス利用者の人のお話を聞いたり、車イスにのってみよう！

参加活動」で一緒に活動してみませんか？30 歳以下の方でこの活動に関心のある方ならどなたでも

♪ 申し込み方法 学校名・学年・住所・名前・電話番号・希望日を電話か FAX にてお申込みください。

参加可能です。但し必ず事前にお申し込みください。なお，活動前にオリエンテーションを行います。

【申し込み・問い合わせ先】福山市社会福祉協議会・ボランティアセンター
電話（０８４）９２８－１３４６・FAX（０８４）９２８－１６２２
昨年の参加者の感想

★点字を打つのはちょっと難しかったけれど、自分が打った点字を、目の不自

由な人に読んでもらえてうれしかったです。（１年生女の子）★手話であいさつや自分の名前を表わ
せるようになりました。
（３年生男の子）

（１）活動日時 ２月６日（日）９：００～１４：００
（２）活動場所 広島県立少年自然の家（福山市金江町）
（３）活動内容 レクリエーションをします
（４）募集人数 ５人
（５）申し込み・問い合わせ先
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター

水中活動ボランティア
水中活動ボランティア講座
ボランティア講座

電話 ０８４－９２８－１３４６ ＦＡＸ ０８４－９２８－１６２２

福山すこやかセンターの水浴訓練室（プール）を利用されている、個人、団体、福祉施設などから
「プール内での介助や着替えなどに協力してくれるボランティア」の依頼が多くあります。そうした
依頼に応えるため、障がい児者、高齢者の身体や心の状態を理解しつつ、水中活動に必要な着替えや
プールへの入・退水を補助するボランティアの講座です。
日
時
内
容
２月１８日（金）
障がい児者・高齢者の着替えの方法と車イス等の介助 ①
１３:３０～１５：３０
２月２５日（金）
１３:３０～１５：３０

障がい児者・高齢者の着替えの方法と車イス等の介助 ②

１３:００～１５：００

耳の不自由な方への情報保障のひとつである要約筆記活動について講義や実技を通して学ぶ講座です。
１．日

時 ２月１２日（土）
・１９日（土）
・２６日（土） １０：００～１２：００

２．場

所 福山市神辺中央コミュニティセンター（福山市神辺町川北：地図の送付可能です）

３．主

催 福山市社会福祉協議会 神辺事務所

４．講

師 要約筆記ボランティア「ふきのとう」
・
「福山市難聴児言語訓練教室指導員」

５．対

象 福山市北部地域にお住まいの方で、要約筆記活動に関心がある人
また、講座終了後に「ふきのとう」で活動可能な人

障がいのある人の入･退水の介助方法（実技）

３月 ４日（金）

北部地域 要約筆記ボランティア養成講座

ボランティア活動について

会

場

福山すこやかセンター ２階地域ケア研修室

対

象

市内在住の方

定

員

２０名

７．参 加 費 １，０５０円（テキスト代として）
８．申込方法 電話か FAX で、名前・住所・電話番号（又は FAX 番号）を福山市社会福祉協議会
神辺事務所へお知らせください。
９．申込・問い合わせ先 福山市社会福祉協議会 神辺事務所
電話（０８４）９６３－３３６６ FAX（０８４）９６０－００８６

申込締切

定員になり次第締切

受 講 料

無 料

申込方法

住所・名前・電話番号・講座名を電話又はＦＡＸで申し込み

申込み・問合わせ先 福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
電話 ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２
昨年の参加者のアンケートから

６．募集人数 １０人

着替えの方法や車イスの介助など、これからの自分の生活にも役立

つようなこともたくさん教えていただきました。また講師の人たちが親切ていねいに教えてくださ
り、楽しく受講できました。
（６０代女性）

「さんまい橋日記
さんまい橋日記」
橋日記」http://fhttp://f-shyakyo.blog.ocn.ne.jp/
日々の社協の様子（社協職員も多数登場！）や、ボランティア
さんまい橋日記
検索
で活動している人の様子などを楽しく紹介したブログをアップ
しています。ほぼ毎日更新しているので、ぜひチェックしてくださいね。
クリック！
次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.1８７」は、２月１７日（木）発行予定です。
次号の TUNAGU（つなぐ）にボランティア募集の掲載記事を希望されるグループ・団体は、２月１４日
（月）までにご連絡ください。

