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ボランティア募集 NO.20 子どもたちの水浴訓練にご協力ください！【通年】
障がいのある子どもたちの通園施設「草笛学園」では、毎週火曜日に福山 YMCA のプールを利用した
水浴訓練を行っています。水浴訓練は、施設の職員が指導をしながら、一緒に親子が参加するのです
が、中には保護者がプールに入れない場合があります。そこでそうした保護者に代わって、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。水中では子どもたちがボール
とりをしたり、列になって移動するような活動が中心のため、ボランティアの泳ぎの技術などは問い
ません。施設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 毎週火曜日 １４：００～１５：００（集合時間：１３：４５）

気仙沼市へ行ってきました。
←福山市社協のボランティアバンク登録をして
いる松本英雄さんから活動報告がありました。
松本さんは４月２９日～５月３日まで宮城県気
仙沼市で避難所の支援やがれき撤去のボラン
ティアなどを行いました。

※ 活動の頻度は協力いただける方へお任せします
● 活動場所 福山 YMCA１階プール（福山市西町：地図の送付可能です）
● 持 参 物 水着・水泳帽・タオルなど
● そ の 他 駐車場は福山 YMCA の専用駐車場が利用できます。

子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.２1 保護者が講座を受講している間、赤ちゃんをあやしてください。【行事】
福山市保健所ではつぎの日程で、乳児をもつ保護者を対象とした離乳食講習会を行います。そこで
保護者と一緒にきている乳児（３～７か月くらい）を抱っこしながらあやしていただけるボランティ

岩沼市災害ボラセンで活動しました。

アを募集しています。保健所の職員が役割を分担しますので、赤ちゃんを抱っこしたことがある人で

４～５月に福山市社協職員もボランティアとボラ
ンティアを依頼する人をつなげるコーディネーター
として、宮城県岩沼市災害ボランティアセンターへ
行きました。写真は、ボランティア活動先のマッチ
ングを待つ全国から駆け付けたボランティアの人た
ちです。ゴールデンウィーク中は、受付に早朝より
５００人以上の列ができ、がれき撤去などの活動に
携わりました。→

したらどなたでも参加できる活動です。
活動場所

活動日

活動時間

西部市民センター４階創作室

５月３１日（火）

１３：１５～１５：１５

東部市民センター2 階創作室

６月１０日（金）

１３：１５～１５：１５

福山市保健センター２階
集団健診室・調理講習室

６月１５日（水）

９：４５～１２：００

新市コミュニティセンター

６月１５日（水）

１３：１５～１５：１５

● 募集人数 各３～９人

● 持 参 物 エプロン

宮城県多賀城市でがんばってきます！
←広島県社協が中心となって、被災者支援を行う県域のネッ
トワークで構成された「ひろしまボラネット応援隊」が、５
月１６日より宮城県多賀城市にて被災地（者）支援を行って
います。福山市からもボランティアバンク登録者の過田悟さ
んと、矢本正明さんが参加されています。

子 どもに 関
する活動

ボランティア募集 NO.22 お兄ちゃんお姉ちゃんが活動をしている間、弟や妹と遊んでください。
福山市北部保健福祉課では、未就学児を対象とした子育て支援事業をつぎの日程で行います。そこ
で子どもと保護者が活動をしている間、一緒にきているきょうだい（０歳児）をあやしたりしながら
見守っていただけるボランティアを募集しています。担当の職員が役割を分担しますので、赤ちゃん
を抱っこした経験がある方ならどなたでも参加できる活動です。
● 活動日時 ６月３日（金） ９：３０～１２：１５

２０１１年度ボランティア活動保険の加入申し込みのお知らせ
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 2011 年度ボランティ
ア活動保険の加入受付を行っています。詳しくはおたずねください。
● 年間保険料 基本タイプ A ２８０円
B ４２０円（天災 A ４９０円 天災 B ７２０円）
● 補償期間
２０１１年４月１日午前０時～２０１２年３月３１日午後１２時まで
【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

● 活動場所 駅家コミュニティセンター分館
（駅家倉光コミュニティ館：福山市駅家町倉光 579‐1：地図の送付可能です）
● 募集人数 ２～３人
ボランティア募集 NO.２３ 一緒に病院へ行っていただける方を募集しています。
福山市立東朋中学校区に在住の７０歳代の男性が、つぎの日程で福山鋼管病院へ行きます。そこで
男性の自宅から一緒に介護タクシーに乗って病院まで行き、病院内の移動を手伝っていただけるボラ
ンティアを募集しています。男性は車イスを利用するので、病院内では男性の車イスを押していただ

「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/
検索
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
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
クリック！
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。
次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.1９１」は、６月１６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、６月１３日
（月）までにご連絡ください。

きたいです。事前に顔合わせを行い、お願いしたいことなどを依頼者がお伝えするので、どなたでも
参加できる活動です。
● 活動日時 ６月７日（火） ８：３０～１３：００

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。

子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.24 保護者が講演会に参加している間、子どもたちと遊んでください。【行事】

ボランティア募集 NO.29 保護者が話し合いをしている間、子どもと遊んでください。【行事】

広島県女性会ではつぎの日程で講演会を行います。そこで保護者と一緒に来ている子ども（１歳～

東部地区里親連合会では、つぎの日程で話し合いを行います。そこで保護者と一緒に来ている子ど

未就学児）と遊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、

も（幼児～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。会の役員が役割を分担しま

どなたでも参加できる活動です。
（募集人数 ３～４人）

すので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
子どもに関する活動

● 活動日時 ７月３０日（土） １３：００～１５：００
● 活動場所 福山市市民参画センター（福山市本町 1‐35：地図の送付可能です）

● 活動日時 ６月１２日（日） ９：３０～１２：００
● 活動場所

傾聴ボランティア

福山すこやかセンター１階多目的ホール（福山市三吉町南 2－11－22：地図の送付可能）

● 募集人数 ２～３人

子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.25 高齢の女性の話し相手になっていただける方を募集しています！
福山市立城東中学校区に在住の９０歳代の女性が、話し相手になっていただける協力者を求めてい

ボランティア募集 NO.30 子どもたちの調理実習を手伝っていいただける方を募集しています。【行事】

ます。女性は若干の認知症がありますが、近くの施設を利用しているので、困ったことがあった場合

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

のサポート体制は万全です。身体に障がいはなく、歩行（年相応でゆっくりとした状態）なども問題

で調理実習を行います。そこで子どもたちが行う調理実習の補助をしていただけるボランティアを募

はありません。なお交通費として１階５００円の実費を依頼者本人が支払います。

集しています。この調理実習は将来子どもたちの自立を助けることを目的に行うため、子どもたちが

● 活動日時 毎週火曜日 １４：００～１５：００

包丁を使ったり、火を使うときなどに危なくないように見守っていただきたいです。また、栄養士や

※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。

調理師、食育インストラクターなどの栄養に関する専門知識をもった方も募集しています。できれば

● 募集人数 １～２人（協力者の負担を少なくするために交替で対応ができればと考えています）

今後の調理実習のアドバイスをしていただきたいです。
● 活動日時 ６月１８日（土） ９：３０～１４：００

ボランティア募集 NO.26 小物作りのアイディアや作り方を教えていただける方を募集しています。
福山市神辺町に在住の男性（８０歳代・右半身に麻痺があります）が、小物作りのアイディアや作

● 活動場所 福山すこやかセンター３階調理室・栄養指導室（福山市三吉町南 2－11－22）
● 募集人数４～５人
子どもに関する活動

り方を教えてくれるボランティアを募集しています。男性は元々、手芸などの小物作りが大好きで、
できた小物を近くの保育所に通う子どもたちに配ったりしていました。現在は右手を思うように動か

ボランティア募集 NO.31 保護者が話し合いをしている間、子どもと遊んでください。【行事】

すことはできませんが、左手だけで荷物紐を利用した根付けなどを作っています。活動の頻度や日程

学習障がいのある子どもをもつ保護者の会「モモの会」では、次の日程で定例会を行います。そこ

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。なお初回の顔合わせは社協の職員も同行い

で一緒に来ている子ども（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。子どもたち

たします。

はみんな顔見知りのためお互いに仲良く遊びますが、大人の見守りがあると保護者も安心して話し合
散歩ボランティア

ボランティア募集 NO.27 男性の散歩に付き添っていただける方を募集しています。

いができます。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。
● 活動日時 ６月１９日（日） １４：００～１６：３０

福山市立鷹取中学校区に在住の男性（５０歳代・右半身に麻痺があります）が、散歩に付き添って
いただけるボランティアを募集しています。男性は自力で歩行することはできますが、見守りがある

● 活動場所 福山市霞公民館（福山市霞町：地図の送付可能です）
● 募集人数 １～２人

と安心して散歩できます。散歩は自宅の周辺を約３０～４０分くらいをかけて行います。活動の曜日
は、毎週木・土・日曜日のいずれかで、時間帯はできれば１５：００以降にお願いしたいです。なお、
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。初回の顔合わせは社協の職員も同行
いたします。

子どもに関する活動

ボランティア募集 NO.32 保護者が会合をしている間、子どもたちと遊んでください。【行事】
子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人が会員となり、子どもの送迎や一時預かりなど
の支援をしている事業所「福山市ファミリー・サポート・センター」がつぎの日程で、利用者会を行

水浴ボランティア
水浴ボランティア

ボランティア募集 NO.28 男性の水浴訓練にご協力ください。【通年】
福山市内在住の男性（７０歳代・右半身に麻痺があります）が、福山すこやかセンターのプールを

います。そこで保護者と一緒に来ている子ども（０～３歳児）と遊んでいただけるボランティアを募
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。
● 活動日時 ６月３０日（木） １０：００～１１：３０

利用します。そこで男性がプールに入る時に補助をしていただけるボランティアを募集しています。

● 活動場所 まなびの館ローズコム４階（福山市霞町 1－10－1：地図の送付可能です）

依頼者本人または家族がお願いしたいことなどを伝えますので、プールが好きな方でしたらどなたで

● 募集人数 ５～８人
フェスタ運営ボランティア

も気軽に参加できる活動です。なお、着替えは家族が対応します。
● 活動日時 毎週土曜日 １３：００～１４：００
※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。

ボランティア募集 NO.33 第９回わいわいフェスタまつなが運営ボランティアを募集しています。【行事】
福山市松永町にある障がいのある人のための作業所「松永作業所」では、つぎの日程で「第９回わ

● 活動場所 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：地図の送付可能）

いわいフェスタまつなが」を開催します。そこで利用者と一緒に模擬店やゲームコーナーの運営、荷

● 持 参 物 水着・水泳帽（あれば）
・タオルなど

物の運搬、会場整備などでフェスタを盛り上げていただけるボ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、どなたでも気軽に参加できる活動です。

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。

● 活動日時 ７月９日（土）１５：００～２０：３０（雨天決行）
● 活動場所 松永作業所（福山市松永町 6－13－3：地図の送付可能です）
● そ の 他 軽食を主催者で準備いたします。駐車場は松永小学校になります。

ボランティア募集 NO.34 朝、バス停まで送っていただける方を募集しています。

送迎ボランティア
送迎ボランティア

旭丘学区に在住の女性（６０歳代・左半身に麻痺があります）が、４月から就職をしています。そ
こで朝（７：３０頃）自宅から近くのバス停まで車で送っていただけるボランティアを募集していま
す。女性はバスの乗降はできますが、自宅からバス停まで歩いていくことが難しいです。活動の頻度
は毎日ではなく、協力いただける方と相談しながら決めていきます。
傾聴ボランティア

ボランティア募集 NO.35

利用者の話を聴いていただける方を求めています。
【通年】

再生封筒作り

ボランティア募集 NO.39 再生封筒作りにご協力ください！【行事】
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
６月２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。
情報紙の発送作業

高齢者のための施設「ありがとうグループホーム（福山市春日町浦上 1205）
」では、利用者の話を
聴いていただけるボランティアを募集しています。特に話を聴いていただきたい対象者が、８０歳代
の女性です。女性は意思疎通に問題はなく施設職員とも話をしますが、さらに誰かがそばにいてくれ
るととても安心して余暇時間を過ごすことできます。また女性がお昼寝などで傾聴できないときは、
他の利用者の話を聴いていただきたいです。活動日や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。
作業所ボランティア

ボランティア募集 NO.36

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）
」では、利用者が
行う自主製品の製作補助や、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。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が、特に第
１・３土曜日の９：３０～１２：００に協力いただけると大変助かります。
作業所ボランティア

ボランティア募集 NO.37 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。
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）
施設ボランティア

ボランティア募集 NO.38 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】
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。また食事作りや掃除の補助、入浴時の整容ボランティアも同時に募集して
います。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）

協力者募集 ぬり絵や色遊びを通してコミュニケーションの場を提供するグループを立ち上げます！
ぬり絵や色遊びを通して、子育て中の保護者や高齢者のコミュニケーションの場を提供するための
グループをこのたび立ち上げます。そこで一緒にグループの運営を手伝っていただけるボランティア
（スタッフ）を募集しています。一緒に楽しいグループを作っていきましょう。
【説明会】
● 日 時 ６月８日（水）１０：００～１２：００
● 場 所 福山すこやかセンター２階ボランティアセンター（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.40 「TUNAGU（つなぐ） NO.191」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、
「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
６月１６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。
福祉だよりの発送作業

ボランティア募集 NO.41 福祉だよりの発送作業に、ご協力ください！
社協・ボランティアセンターが、２か月に 1 回（奇数月）に発行しているふくやま福祉だより「ほほえみ」の
発送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。内容は福祉だよりを折ったり、封筒に入れていた
だく作業になります。また時間があれば、再生封筒作りをお願いすることもあります。社協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 ５月３０日（月） 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。
お知らせ 未然に防ごう！いじめや犯罪 我が子に教えよう！～いざというときの身の守り方～
子どもが「いじめられたり、友だちをいじめたりしていないだろうか」
「学校や家の外で何かあっ
たとき、逃げて帰られるだろうか」など心配になったことはありませんか？我が子や地域の子ども、
クラスの子どもが被害に遭わず、安心して過ごせるように、親から子どもへの声かけや接し方をわか
りやすくお伝えします。
● 日 時 ５月２９日（日）１４：００～１５：３０
● 場 所 福山市市民参画センター つれのうて３階（福山市本町 1‐35）
● 参加費 無料
● 定 員 ２４人
● 申込・問い合わせ先 女性と子どもの支えあいの場 PROP（ぷらっぷ）
電話（０８４）９５２－２５２３

～４・５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～
←中国からの研修生が５月１１・１２日にボランティアセンター
にやってきて、日本人ボランティアさんと再生封筒作りを行いま
した。作業中もお互い言葉が通じないながらも話に花が咲き、交
流を深めることができました。また帰り際には、研修生による歌
の披露もあり、楽しい時間を過ごしました。

発達になんらかに課題のある中高校生のサロン「てらこや」で、
ばら祭に行ってきました。当日は、福山市立大学、広島県立大学の
学生ボランティアさんも参加してくださり、中高校生は大喜び！学
生ボラさんと模擬店で買い物をしたり、体験コーナーで遊んだり大
満足な様子でした。→

「 東 北 関 東 大 震 災 義 援 金 」 の 募 集 に つ い て
２０１１年（平成２３年）３月１１日に発生した地震については，東北地方を中心に広
範囲に甚大な被害が生じており，つぎのとおり義援金を募集します。ご協力をお願いい
たします。
１．募集期間
2011 年(平成 23 年)3 月 14 日（月）から 9 月 30 日（金）まで
２．募集方法
(1)日本赤十字社広島県支部福山市地区へ持参の場合
福山市地区（福山市社会福祉協議会）で領収し，日本赤十字社広島県支部へ送金
します。
(2)広島銀行から直接振込の場合
口座番号 広島銀行 大手町支店（普）３３２９３１３
口座名義 日本赤十字社広島県支部長 湯﨑英彦
手数料

広島銀行間は,送金手数料は無料です。
（他行からは,手数料が必要です。
）

※ 通信欄に必ず「東北関東大震災義援金」と明記してください。
(3)もみじ銀行から直接振込の場合
口座番号 もみじ銀行 鷹野橋支店（普）１７４０２９４
口座名義 日本赤十字社広島県支部長 湯﨑英彦
手数料

もみじ銀行間は,送金手数料は無料です。
（他行からは,手数料が必要です。
）

※ 通信欄に必ず「東北関東大震災義援金」と明記してください。
(4)郵便局・ゆうちょ銀行から振込の場合
口座記号番号

００１４０－８－５０７

口座加入者名

日本赤十字社 東北関東大震災義援金

(5)クレジットカード・コンビニエンスストア・Ｐay-easy
日本赤十字社のホームページから手続きできます。
３．お問い合わせ
日本赤十字社広島県支部福山市地区（事務局：福山すこやかセンター内）
福山市三吉町南二丁目１１番２２号
電話：９２８－１３３０ ファックス：９２８－１３３１

