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ボランティア募集 NO.69 福祉だよりの発送作業に、ご協力ください！【発送作業】
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。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 ７月２８日（木）
１０：００～１２：００または１３：００～１５：００
● 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。

東日本大震災の避難者とボランティアさんとの交流会を開催しました。
７月３日（日）「東日本大震災により福山へ避難されてきた方と福山のボ
ランティアの交流会」を福山すこやかセンターで開催しました。被災者から
被災者同士の横のつながりを持てるような場がほしい」と市へ相談があり、
社会福祉協議会がその思いを受け止め実施しました。
交流会には、福島県の南相馬といわき市、仙台市若林地区から来た３世帯
１０人と市内のボランティア３人や市職員と社協職員が参加して、お昼ご飯
のメニューを決め、一緒に買い物に行き、炊き込みご飯とそうめんを作りま
した。「備後弁には慣れましたか」「好きな食べ物は何」などと言葉を交わ
しながら食べました。慣れない土地で、しかもいつふるさとに帰れるかわか
らない状況の中、心をふさぐこともあると思いますが、仕事に子育てにと、
前向きに生活を送る参加者の姿が、会話の中から伺え心を打たれました。

ボランティア有志「てごうし隊」を結成！！
福山市内のボランティア有志が集まり、「てごうし隊」を結成し、東日本
大震災被災地支援に乗り出しました。
「被災地に行って活動したい！でも一人では…」という多くのボランティ
ア希望者の思いを受け止め、７月８日（金）の夕方、バス２台で東日本大震
災の被災地の宮城県岩沼市と山元町へ総勢３９名の市民ボランティアが資材
と共に出発しました。
目的地の岩沼市には９日朝到着し、休む間もなく被災した家屋の土砂かきやがれきの撤去などの作業（２日間）
を終え、１０日夕、被災地をバスで出発して１１日朝、福山市に帰ってきました。
強行スケジュールではあったが、参加者は疲れ一つ見せず、「ボランティア活動の積み重ねが、被災地の未来を
開いている」と継続的な支援を誓っていました。

災害ボランティアバスツアー
災害ボランティアバスツアー「
ボランティアバスツアー「てごうし隊
てごうし隊」
参加者の負担を軽くするため、企業からの支援金を募っています。
参加費は１人２万５千円。往復は大型バスで移動する。
次回は９月１６日～１９日を予定

ボランティア募集 NO.70 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。【託児・子ども】
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
～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、
どなたでも参加できる活動です。
● 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）
● 募集人数 ３～４人

ボランティア募集 NO.71 利用者が楽しみにしている夏まつりにご協力ください。【夏まつり・老人保健施設】
福山市王子町にある高齢者のための介護施設「ビーブル春秋苑」ではつぎの日程で、夏祭りを行い
ます。そこで模擬店の補助や利用者（高齢者）の車イスを押したり、話し相手になりながら、祭りを
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。
● 活動日時 ７月３０日（土）９：００～１２：００
（準備
募集人員３人）
１６：００～２０：００
（車イス介助等 募集人員４人）
● 集合時間 各１５分前
● 活動場所 若葉公園（施設の隣）
（福山市王子町 1-4-5：地図の送付可能です）
● そ の 他 午前と午後と別々の募集です。

ボランティア募集 NO.72 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。【託児・赤ちゃん】
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
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
したらどなたでも参加できる活動です。
● 募集人数 各３～９人
● 持 参 物 エプロン
活動場所

「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/
さんまい橋日記
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
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.1９３」は、８月１８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、８月１６日
（火）までにご連絡ください。

活動日

活動時間

北部市民センター

８月 ３日（水）

１３：１５～１５：１５

東部市民センター２階創作室

８月１２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

８月１７日（水）

９：４５～１２：００

西部市民センター４階創作室

８月２３日（火）

１３：１５～１５：１５

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.73 夏祭り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！【夏まつり・高齢者】

ボランティア募集 NO.78 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】

福山市金江町にある高齢者のための介護施設「コミュ・ケアかなえ」ではつぎの日程で、夏祭りを

視覚に障がいのある人たちの協会「福山市視覚障害者福祉協会」では、つぎの日程で卓球大会を行

行います。そこで模擬店の補助や、利用者（高齢者）の車イスを押したり、話し相手になりながら、

います。そこでゲームの進行や球拾いなどをしながら、卓球大会を盛り上げていただけるボランティ

祭り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、

アを募集しています。卓球サークル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

どなたでも気軽に参加できる活動です。
（募集人数５人）

動です。

● 活動日時 ７月３１日（日） １７：００～２１：３０

● 活動日時 ８月１４日（日） １０：００～１２：００または、１３：００～１６：００

● 活動場所 コミュ・ケアかなえ（福山市金江町藁江 550-1：地図の送付可能です）

※ いずれかの時間で活動可能です。
● 活動場所 福山市身障者体育センター（福山市港町：地図の送付可能です）

ボランティア募集 NO.74 利用者と夏まつり会場を散策していただきたいです。【夏まつり・高齢者】
福山市千田町にある高齢者の施設「ゆめの杜」では、つぎの日程で夏まつりを行います。そこで利
用者と一緒に夏まつりを楽しんでいただけるボランティアを募集しています。内容は、利用者の車イ
スを押しながら夏まつりの会場を巡ったり、模擬店の運営などになります。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。
● 活動日時 ８月７日（日）１２：００～１６：３０
● 集合時間 １１：００
● 活動場所 介護老人保健施設ゆめの杜（福山市千田町千田 2591‐1：地図の送付可能です）
● そ の 他 上履きをご持参ください。

● 募集人数 各２人
ボランティア募集 NO.79 子どもたちと夏休みを一緒に過ごしていただける方を募集しています。【子ども】
福山市神辺町にある障がいのある子どもとその保護者の団体「神辺育成会日中一時支援事業所」で
は、子どものためのデイサービスを行っています。そこで夏休みの間、子ども（未就学児～高校生）
と一緒に遊んだり、散歩につきそったり、昼食時の見守りや声かけをしていただけるボランティアを
募集しています。団体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。なお、
活動の頻度や時間帯などは、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 ７月２１日（木）～８月３１日（水）９：００～１８：００

ボランティア募集 NO.75 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。【託児】
ツインズファミリー（多胎児を持つ保護者のグループ）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（幼児）と遊んでいただけるボランティアを募集しています。会

※毎週日曜日、お盆（詳しい日にちは未定）はお休みします。
● 活動場所 神辺育成会（福山市神辺町新徳田 2-162：地図の送付可能です）
● そ の 他 １日を通して協力いただける方には、昼食を主催者が準備します。

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 ８月７日（日） １０：００～１２：００
● 活動場所 備後ハイツ（福山市引野町南 1-17-32：地図の送付可能）
● 募集人数 ５～６人

ボランティア募集 NO.80 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。【託児・子ども】
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

ボランティア募集 NO.76 子どもたちが楽しみにしている大好きなプールです。一緒に入ってください！
障がいのある子どもをもつ保護者のグループ「グリーンベル」がつぎの日程で水中活動を行います。
そこで子どもたちと一緒にプールに入っ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、どなたでも参加できる活動です。なお子どもの着替えなどは保護者が行います。
● 活動日時 ８月１０日（水）１５：００～１７：００
● 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）
● 募集人数 ２～３人
ボランティア募集 NO.77 ハンディキャップのある人たちの調理実習にご協力ください。
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
で調理実習をします。そこでハンディキャップのある人と買い物に行って、一緒に調理を楽しんでい

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。
（募集人数２～３人）
● 活動日時 ８月５日（金）または、８月１９日（金） ９：３０～１２：１５
● 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）
ボランティア募集 NO.81 「TUNAGU（つなぐ） NO.193」の発送作業にご協力ください。【情報紙の発送作業】
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
８月１８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。

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 ７月３１日（日）と８月２１日（日） １０：００～１３：３０
● 活動場所 福山すこやかセンター ３階 調理実習室
● 募集人員 各日２～３人

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.82 イベントを盛り上げてください! 【行事】
福山市駅家町にある小規模多機能ホーム「和楽」では、つぎの日程で１周年記念イベントを開催し
ます。そこで模擬店の運営や利用者の話し相手になりながら、楽しんでいただけるボランティアを募
集しています。また、踊り、太鼓などの余興で祭りを盛り上げていただけるボランティアも募集して
います。内容は、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 ８月２８日（日）１０：００～１４：００
● 活動場所 小規模多機能ホーム「和楽」
（福山市駅家町倉光 532：地図の送付可能です）
● 募集人数 模擬店の運営 ３人
踊り･太鼓などの余興 数名またはグループ

ボランティア募集 NO.83 爽やかな風が吹くキャンプ場で、夏の思い出を作りませんか？【キャンプ・障がいのある人】

ボランティア募集 NO.86 利用者の囲碁の相手になっていただける方を募集しています！【囲碁・高齢者】

福山市神辺町にある障がいのある人たちの作業所「あいあい広場」では、つぎの日程で弥高山キャ

福山市南本庄にある高齢者のデイサービスセンター「シルバーの家」では、毎週月曜日または金曜

ンプ場へ行きます。そこで利用者と一緒にキャンプに行っていただけるボランティアを募集していま

日の１０：３０～１１：３０に利用者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。内容は、利用者が行う調理の補助や、キャンプファイヤーなどを楽しんでいただきたいです。作

す。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。なお、打ち合わせに

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。
【作業所職員の声】毎年、利用者がとても楽しみにしている行事の一つです。現在、流しそうめんや、
キャンプファイヤーを計画しています。きっと楽しい２日間になると思います。利用者と一緒に夏の
思い出を作りませんか。
● 活動日時 ７月７日（木）～８日（金）１泊２日

は社協職員も同行いたします。

● 集合時間 ７月７日（木）９：３０ （７月８日（金）１４：００あいあい広場着を予定しています。）
● 集合場所 あいあい広場（福山市神辺町徳田原ノ丁 1848：地図の送付可能です）
● 活動場所 弥高山キャンプ場（岡山県）

ボランティア募集 NO.87 利用者の囲碁の相手になっていただける方を募集しています！【囲碁・高齢者】
福山市木之庄町にある高齢者の入居施設「地域福祉センター仁伍」では、利用者（有段者）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。活動の時間帯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。なお、打ち合わせには社協職員も同行いたします。
ボランティア募集 NO.88 利用者から少しお茶を教わっていただける方を募集しています！【お茶・高齢者】

● 募集人数 ２～３人
● そ の 他 宿泊はバンガロー（常設された建物）になります。
宿泊費や食費などは、主催者で準備します。

なっていただけるボランティアを募集しています。利用者は以前表千家の先生をしていたので、協力
いただける方には教えるのではなく、少し表千家のことがわかり、習っていただけるような方を望ん

ボランティア募集 NO.84 爽やかな風が吹くキャンプ場で、夏の思い出を作りませんか？【キャンプ・障がいのある人】
福山市一文字町にある障がいのある人たちの作業所「ひまわり洗車場」では、つぎの日程で、宿泊
訓練を行います。そこで利用者と一緒に楽しんでいただけるボランティアを募集しています。内容は、
男性利用者の宿泊棟の補助が主です。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。
● 活動日時 ８月１１日（木）～１２日（金）１泊２日

福山市木之庄町にある高齢者の入居施設「地域福祉センター仁伍」では、利用者のお茶の相手に

１２：００ ～翌日１２：００

● 活動場所 広島県立福山少年自然の家（福山市金江町藁江 619-2： 地図の送付可能です）
● 募集人数 ２～４人（男性）
● そ の 他 宿泊費や食費などは、主催者で準備します。
ボランティア募集 NO.85 爽やかな風が吹くキャンプ場で、夏の思い出を作りませんか？【キャンプ・障がいのある中学生】
福山市内の発達に課題がある子どもたち（中学生グループ）の会「いちごの会なかよし教室」では、
つぎの日程でグループ活動･宿泊訓練を行います。仙養ヶ原ふれあいの里へ行き、そこで利用者と一緒
にキャンプに行っていただけるボランティアを募集しています。内容は、夕食･朝食作りなどの補助で
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 ８月２７日（土）～２８日（日）１泊２日
９：００～翌日１２：００
● 集合時間 ８月２７日（土）９：００
● 集合場所 福山駅北口

でいます。なお、打ち合わせには社協職員も同行いたします。
ボランティア募集 NO.89 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。【小物作り・高齢者】
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
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
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
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
たします。
ボランティア募集 NO.90 子どもたちの水浴訓練にご協力ください！【プール・子ども】
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）

● 活動場所 仙養ヶ原ふれあいの里 キャンプ場

※ 活動の頻度は協力いただける方へお任せします

● 募集人数 ３人（大学生以上男性）

● 活動場所 福山 YMCA（福山市西町：地図の送付可能です）

● そ の 他 宿泊はログハウス（常設された建物）になります。

● 持 参 物 水着・水泳帽・タオルなど

宿泊費や食費などは、主催者で準備します。

お 知 ら せ

【再生封筒】
再生封筒】

８月は再生封筒作りは
再生封筒作りは行
りは行いません。
いません。

次回は
次回は９月１日（木）の予定です
予定です。
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。

● そ の 他 駐車場は福山 YMCA の専用駐車場が利用できます。
ボランティア募集 NO.91 子どもたちの水浴訓練に、ご協力いただける方を、募集しています。【プール・子ども】
障がいのある子どもたちの通園施設「ひかり園」では、毎週木曜日に福山 YMCA のプールを利用して
います。そこでプールに入れない保護者に代わって、子どもたち（未就学児）と一緒に、プール遊び
をしていただけるボランティアを、募集しています。園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。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。
● 活動日時
毎週木曜日 １３：３０～１５：００ （通年の活動になります。
）
● 活動場所
福山 YMCA （福山市西町：福山 YMCA の専用駐車場をご利用ください。
）
● 募集人数
２～３人
● 持 参 物
水着・水泳帽子・タオルなど

ボランティア募集 NO.92 園児の兄弟・姉妹と、遊んでいただける方を、募集しています。【託児・子ども】
障がいのある子どもたちの通園施設「ひかり園」では、毎週木曜日に福山 YMCA のプールを利用して
います。そこで園児と保護者がプールに入っている間、園児の兄弟・姉妹と、別室で遊んでいただけ
るボランティアを、募集しています。園の職員も一緒に託児をするので、どなたでも参加できる活動
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。
● 活動日時
毎週木曜日 １３：３０～１５：００ （通年の活動になります。
）
● 活動場所
福山 YMCA （福山市西町：福山 YMCA の専用駐車場をご利用ください。
）
● 募集人数
１～２人
● そ の 他
プールに入ることはありません。
ボランティア募集 NO.93 作業を手伝っていただける方を募集中！【軽作業・障がいのある人】
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。
ボランティア募集 NO.94 作業所に通う人たちの社会参加を応援してください。【軽作業・障がいのある人】
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）
ボランティア募集 NO.95 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グループホーム「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、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。
● 活動日時 毎月第１日曜日または第３日曜日
１０：００～１１：３０または１４：３０～１６：００
● 活動場所 グループホーム「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.96 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！【施設・障がいのある人】
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）
ボランティア募集 NO.97 病院の付き添いをしていただける方を募集しています。【通院・高齢者】
福山市神辺に在住の女性（８０歳代・車イス利用）が、毎月第４月曜日または木曜日の１６時ごろ
に、福山市加茂町の病院へ通院します。そこで病院で待ち合わせて、女性の車イスを押しながら院内
を案内したり、会計など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。担当のケアマネー
ジャーがお願いしたいことなどを説明し、活動に入るためどなたでも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。

「 東 日 本 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
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「東日本大震災義援金」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
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「東日本大震災義援金」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 東日本大震災義援金

(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

