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子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.163 アレルギー講習会に来ている子どもたちと遊んでください！
福山市保健所では、食物アレルギー児をもつ保護者を対象とした「アレルギー講習会」をつぎの日

●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

程で行います。そこで保護者と一緒に来ている子どもたち（未就学児）と遊んでいただけるボラン

●電話 ０８４－９２８－１３４６

ティアを募集しています。保健所の職員などが役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる

●ホームページ

FAX ０８４－９２８－１６２２

http://www.f-shakyo.net/

編集・発行 福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター

活動です。
● 活動日時 ２月２３日（水）１３：３０～１６：００
● 活動場所 福山すこやかセンター６階 小会議室（福山市三吉町南 2－11－22）
● 募集人数 ７人

“きんようきっさ”順調です！

視覚に障がいの
ある人との活動

ボランティア募集 NO.164 視覚に障がいのある人たちの卓球大会にご協力ください！【行事】

元ホームレスの人たちの「孤立」を防ぐ
ために「ホームレスの自立を支援するボラ

福山市港町にある福山市障害者体育センターではつぎの日程で、視覚障がい者を対象とした卓球大

ンティア団体」と「広島県社会福祉士

会を行います。そこで競技進行や、球拾いなどをしながら大会を盛り上げていただけるボランティア

会」・
「福山市社協」が協力し合って始めた

を募集しています。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。

「きんようきっさ」。モーニングセットを

● 活動日時 ２月２７日（日） ９：００～１６：３０

食べながら，ボランティアとの会話だけで

● 活動場所 福山市障害者体育センター（福山市港町 1-11-10：地図の送付可能です）

なく、参加者同士の会話も増えてきまし

● 募集人数 ４人

た。そして，新聞等で知った市民の方がボ

● 持 参 物 室内シューズ

ランティアスタッフとしても参加！様々な

● そ の 他 昼食は主催者で準備します。

子どもに関する活動

人がきんようきっさに関わり、さらにいい
ボランティア募集 NO．165

雰囲気になってきました。

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！【行事】

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

福山市老人大学の
福山市老人大学で行われている「ボランティア活
ボランティア活動入門塾をお手伝い！ 動入門塾」、全３０回講座の内４回を福山市社協が

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。

お手伝いをさせていただきました。受講者は障がい

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

者作業所の利用者と交流をしたり、車イス利用者の

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。

介助方法を学んだりしました。

● 活動日時 作 業 の日 ２月２４日（木）
・３月３日（木）
・１７日（木）９：００～１５：００

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。

遊び場の日 ２月２７日（日）
・３月２０日（日）９：３０～１５：３０

画像は福山市内で住民の居場所「高美台茶屋」を
運営している宮本昭子さん（高美台自治会会長）か

※いずれかの日、または都合のつく時間帯で活動可能です。

ら実践報告をいただいている様子です。立ち上げの

● 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）

経過や集う住民のことなどを報告いただきました。

● 募集人数 各日２～３人

地域の人間関係が希薄化してさまざまな課題が発

● 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。

生しています。「地域のつながり」を取り戻す１つ
の方法として住民が気軽に交流できる「居場所」づ
くりが成果をあげています。

子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.166

男の子の着替えを手伝っていただける方を募集しています。【通年】

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

小学生もボランティア！

「ボランティア教室」の看板は，私が描

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

いたんだよ。手話で自分の名前を表わす

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

こともできるようになったよ！「おはよ

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

うございます」も覚えたよ！

どは協力いただける方と相談しながら決めていきます。

小学生を対象に「ボランティア教室」を行っています。

● 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）

この日は，聴覚に障がいのある方と手話サークルの方から
手話を教えていただきました。手話のクイズなどを通して自
分の名前を手話で表せるようになりましたよ！

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。

将棋の相手

ボランティア募集 NO.167

将棋の相手になっていただける方を募集しています！【通年】

再生封筒作り

ボランティア募集 NO.172 再生封筒作りにご協力ください！【行事】

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

● 活動日時

３月３日（木） １０：００～１１：３０

ら決めていきます。

● 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）

●活動場所 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、当日ボランティアセンターへお越しください。

将棋の相手

ボランティア募集 NO.168

心おきなく利用者に将棋を楽しんでいただきたいです。
【通年】

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

情報紙の発送作業

ボランティア募集 NO.173 「TUNAGU（つなぐ） NO.188」の発送作業にご協力ください【行事】
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、

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

「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

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

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

動です。

参加できる活動です。

● 活動場所 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）

● 活動日時

３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）

施設ボランティア

ボランティア募集 NO.169 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！【通年】

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。

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。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

小学生のためのボランティア教室（車イス体験）参加者募集！
ボランティア活動や障がい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

いきます。

心を育てたい”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。

● 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）

♪ 日 時 ３月１２日（土）１０時００分～１１時３０分

● そ の 他 食事作りや掃除の補助、入浴時の整容（衣類の着脱含む）ボランティアも募集していま

♪ 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）

す。詳しくはお問い合わせください。

♪ 対 象 市内在住の小学生
軽作業を手伝うボランティア

ボランティア募集 NO.170 作業所に通う人たちの社会参加を応援してください。【通年】
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。

♪ 定 員 ３０名（先着順）♪ 受講料 無料
♪ 内 容 ３月１２日（土）車イスを利用している人のお話を聞いたり、車イスにのってみよう！
♪ 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。
【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

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

地域活動支援センター「けやき工房」
（福山市今津町 6-6-18 ： 地図の送付可能です）
軽作業を手伝うボランティア

ボランティア募集 NO.171 作業をお手伝いいただける方を募集しています。【運年】
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、活動の曜日や頻度
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）

電話（０８４）９２８－１３４６・FAX（０８４）９２８－１６２２
昨年の参加者の感想 ★車イスを利用している人の車を見せてもらいました。そして車イス利用者の駐車スペースがな
ぜ広いのかもよくわかりました（５年生男の子）

私のボランティア日記

傾聴ボランティア入門講座で傾聴ボランティア体験をしました。 Vol．１０

このたび傾聴ボランティア入門講座を受講し、最終日には高齢者施設で実際に傾聴ボランティアの体験をしました。
しかし講義で傾聴の話を聴くのと、実際に傾聴してみるのでは大違い！大変難しかったです。
初対面の利用者の方に向かって「それではお話をしてください」と言っても、信頼関係も築けていないのにお話して
いただくことはできません。もちろん“そっと寄り添うように”とわかっていたつもりでしたが、いざ利用者の方の隣
にいくと、どうしていいのか困りました。そうこうしている内に、利用者の女性がおもむろに「若いころにな…」とお
話を始めたのです。お若い頃に仕事をしていた先で、かわいがられたことなどを生き生きとお話してくださいました。
きっとご自分の中でも輝かしい時代だったのかもしれません。そうしたことなどに思いを巡らしながらお話を聴いてい
ると、体験時間もあっという間に終わりました。

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。

今回は利用者の女性がお話をしてくださったのでなんとかなりましたが、傾聴ボランティアとして活動できるのかま
だまだ不安です。しかし女性が生き生きとお話をされていた姿を拝見し、傾聴の楽しさもこの体験でみつけることがで
きました。これから少しずつですが、傾聴ボランティアの活動をしていきたいです。

傾聴ボランティア

ボランティア募集 NO.174

デイサービス利用者のお話を聴いてください。
【通年】

子どもに関する活動

福山市神辺町にある高齢者の施設「静方園」では、デイサービスの利用者の話し相手になっていた
だけるボランティアを募集しています。活動日は、毎週火・水・木曜日の１１：００～１５：００の

ボランティア募集 NO．180

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

間で、都合がつく日や時間で活動可能です。なお、初回は社協職員も同行いたします。

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

●活動日 毎週火・水・木曜日 １１：００～１５：００（月に１～２回の活動も可能です）

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 静方園デイサービスセンター（福山市神辺町湯野 30‐9：地図の送付可能です）

活動場所
編み物

ボランティア募集 NO.175

編み物を教えていただける方を募集しています。
【通年】

福山市水呑町にある高齢者の施設「サンスクエア沼南」では、入所している利用者へ編み物を教え
ていただけるボランティアを募集しています。現在、入所者６人で編み物サークルを作って活動して
いますが、わかりにくいところなどを、少し教えていただきたいです。サークルの活動日は毎週金曜
日の１０：００～１１：３０ですが、活動の頻度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、編み物の毛糸は施設で準備します。

活動日

活動時間

３月９日（水）

１３：１５～１５：１５

東部市民センター２階創作室
（福山市伊勢丘 6-6-1）

３月１１日（金）

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）

３月１６日（水）

９：４５～１１：４５

北部市民センター２階調理室
（福山市駅家町倉光 37－1）

● 募集人数 各３～９人 ● 持 参 物 エプロン

●活動日 毎週金曜日 １０：００～１１：３０（月に１～２回の活動も可能です）
●活動場所 介護老人保健施設 サンスクエア沼南（福山市水呑町 3332‐1：地図の送付可能です）
一芸ボランティア

ボランティア募集 NO.176

余暇時間を楽しくしていただける方を募集！【通年】

高齢者に関する活動

ボランティア募集 NO.181 利用者と鞆のひな祭りに行きませんか？【行事】
福山市沖野上町にある高齢者のグループホーム「バラの家」ではつぎの日程で、鞆町のひな祭りに
出かけます。そこで利用者の車イスを押したり、話し相手になりながら町内を散策していただけるボ

福山市今町にある高齢者の施設「とおり町きなこ」では、利用者がくつろぐ余暇時間に、楽器演奏
や歌などで利用者を盛り上げたり、または折り紙やちぎり絵、手芸などの創作活動を教えていただけ
るボランティアを募集しています。利用者が楽しめる活動であればジャンルは問いません。活動日は
毎週月～土曜日または祝日の１４：００～１５：００の間で、活動の頻度や曜日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。

ランティアを募集しています。施設の職員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。
● 活動日時 ３月４日（金）１０：００～１４：００
● 集合場所 グループホーム バラの家（福山市沖野上町 1－3－11：地図の送付可能です）
● 募集人数 ４人
● そ の 他 昼食を施設で準備します。

●活 動 日 毎週月～土曜日または、祝日 １４：００～１５：００
●活動場所 デイサービスセンターとおり町きなこ（福山市今町 2－5：地図の送付可能です）

ボランティア募集 NO.182 ときどき手紙の代筆や、繕い物をしていただける方を求めています。【通年】
囲碁の相手

ボランティア募集 NO.177

身の回りのちょっとした
ことを手伝う活動

①
囲碁の相手になっていただける方を募集しています。
【通年】

福山市南本庄にある高齢者の施設「シルバーの家」では、利用者（８０歳代・男性）の囲碁の相手
になっていただけるボランティアを募集しています。男性は毎週月曜日に通所しており、囲碁の腕前
は初段くらいです。囲碁をする時間帯は１０：３０～１１：３０で、活動の頻度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、初回は社協職員も同行いたします。
●活 動 日 毎週月曜日 １０：３０～１１：３０（月に１～２回の活動も可能です）

福山市駅家町に在住の女性（７０歳代）が、話し相手などをしていただけるボランティアを募集し
ています。女性は病気のために自由に体を動かすことができません。そこで話し相手になりながら、
たまに手紙の代筆や、衣類のボタン付けなどのちょっとした繕いものもしていただける方を求めてい
ます。初回の顔合わせでは、社協の職員やケアマネージャーなども同行します。活動の日程や頻度な
どは協力いただける方と相談しながら決めていきます。
～依頼者より～ 今までは、知り合いから手紙が届いても返事を書くことができませんでした。手紙を代筆してく
れる方がいらっしゃると、とても助かります。またボランティアさんとの出会いもとても楽しみです。

●活動場所 デイサービスセンターシルバーの家（福山市南本庄 5‐5‐12：地図の送付可能です）
傾聴ボランティア
軽作業を手伝うボランティア

ボランティア募集 NO.178 作業を手伝っていただける方を募集中！【通年】
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）
①」では、利用者が
行う自主製品の製作時の補助や、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。
一芸ボランティア

ボランティア募集 NO.183 お話を徹底的に聴いていただける方を募集しています。【通年】
福山市王子町にある高齢者のための施設「えんじゅ千織り庵」では、利用者（８０歳代と７０歳代
の男性２人）のお話を聴いていただける傾聴ボランティアを募集しています。８０歳代の男性は毎週
金曜日、７０歳代の男性は毎週月・水・金曜日に施設を利用しています。傾聴していただきたい時間
帯は１０：００～１１：００の間で、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。なお、初回は社協職員も同行いたします。

ボランティア募集 NO.179 お楽しみ会を盛り上げていただける方を募集中です。
【通年】
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。
●活動場所 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）

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。

●活 動 日 毎週月・水・金曜日 １０：００～１１：００ （月に１～２回の活動も可能です）
●活動場所 グループホーム・小規模多機能ホーム「えんじゅ千織り庵」
（福山市王子町 2‐4‐17：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。

和（わ）っとあつまって

楽しいコンサート
【日時】
会場

2011 年 3 月 13 日（日） 13：30～15：30
福山すこやかセンター 1 階多目的ホール

障がいのある又は発達に何らかの課題のある小学生・中学生・高校生とその保護者

～ ～ １月もいろいろな活動がありました。その一部を紹介します ～ ～

５０組（先着順）

♪やってみよう お茶（先着 30 人）
♪きいてみよう 雅

楽

お花

絵手紙

NPO みちてる 雅楽クラブのみなさん（13：00～13：40）

ヘルマンハープ
♪さわってみよう（ふいてみよう）

エルフ教室 Flora のみなさん（14：30～15：30）

和楽器

ヘルマンハープ

♪たべてみよう ふわふわボール
申込
方法

申込先
問合先

http://www.fukuyama‐hosp.go.jp/
担当：管理課 今田さん／看護部 鈴木さん
※ 電話で問い合わせや申し込みをする場合は、担当者の名前と所属部署をお伝えください。
※ できればハガキ、FAX、メールなどでお申し込みいただけると助かります。

（福山市三吉町南 2-11-22）
対象

ます。４月中にお願いしたいことの説明と研修を行い、５月からの活動を予定しています。なお、活
動の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。他にも、病院内にある車イ
スの点検整備や、図書の整理などもしていただける方を募集しています。事前に説明・研修会などを
行うので、どなたでも参加できる活動です。
● 活動日時 月～金曜日 ９：００～１２：００
※活動の曜日や頻度などは相談しながら決めていきます。月に数日の活動も可能です。
● 活動場所 独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター（福山市沖野上町 4－14－17）
● そ の 他 ボランティア活動保険の保険料は福山医療センターで負担します
活動中はエプロンの貸出しがあります。
感染予防のため、インフルエンザワクチンの接種をしていただきます。
詳しくは説明・研修会にてお知らせします。
【問い合わせ・申し込み先】
独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター 管理課
〒７２０－８５２０ 福山市沖野上町４－１４－１７
電話（０８４）９２２－０００１（代表） FAX（０８４）９３１－３９６９

お電話か FAX でお名前（本人・保護者）・住所・電話番号をお知らせください。
材料代お一人１００円が必要です。当日受付でお支払ください。

← ふ くや ま美 術館 で講 演
会 が 行わ れま した 。お 母
さ ん たち が講 演を 聴い て
い る 間、 子ど もた ちは 託
児 ボ ラン ティ アさ んに 絵
本 を 読ん でも らっ たり 、
ボ ー ル投 げや ブロ ック 遊
び を して 楽し い時 間を 過
ごすことができました。
←発達になんらかの課題の
ある中高校生のためのサロ
ン「てらこや」では、短
大・専門学校の学生ボラン
ティアさんと初詣に行きま
した。やさしい学生ボラさ
んに中高校生は大喜び！楽
しい初詣となりました。

↑御幸学区では、住民でつくる地域福祉推
進委員会を中心に、昨年、全戸を対象とし
た福祉ニーズアンケートを実施しました。
そして１月にはアンケートの集計結果をも
とに地域懇談会を開催しました。懇談会で
はグループワークを行い、地域のちょっと
した困りごとに対して、「自分は何ができ
るか」、また「実行するためにはどうした
らよいか」を真剣に話し合いました。

福山おもちゃ図書館
事務局：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 FAX０８４－９２８－１６２２

■主 催：福山おもちゃ図書館
（事務局）福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター

新しい病院作りにご協力ください！病院ボランティアを募集しています。

このコンサートは財団法人「義倉」より助成金をいただき，実施いたします。
福山市沖野上町にある福山医療センターでは、入院病棟や診療手続きまたは、各診療科などへの案
内や、外来患者の車イスを押すなどのちょっとした介助をしていただけるボランティアを募集してい

「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.1８８」は、３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、３月１４日
（月）までにご連絡ください。

