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ボランティア紹介展＆絵本の交換市を開催しました！
福山市本町にある「ふくふく」（ギャラリー）で、ボランティア紹介展＆絵本の交換市を行いまし
た。期間中は、福山市視覚障害者福祉協会による音楽会や、アロマやマッサージでリラックスできる日
などがあり、楽しい時間をお届けすることができました。

←朗読録音グループひまわ
り・たんぽぽ・なのはなに
よる朗読会の様子です。

←haruka さんのエレクトーン演奏（左）とボランティアグループの
パネル展示をしているギャラリー内（右）の様子です。

ふくやま子どもフェスタでクリスマ
スリース（ツリー）を作りました。

←こんなにかわいい松
ぼっくりのツリーができ
ました。

１１月３日に行われたふくやま子どもフェスタ
に、ガイドヘルプグループあゆみ会がクリスマス
リースづくりと車イス体験を子どもたちに教えまし
た。クリスマスツリーづくりでは、松ぼっくりがど
んどんかわいらしく変身していく姿に子どもたちは
夢中に！「帰ったら部屋に飾りたいな」とできあ
がったツリーを大事そうに持って帰る子どもたちも

→屋外の様子です。
多くの人で賑わって
いました。

たくさん見かけました。

癒されます！赤ちゃん抱っこのボ
ランティア。
毎月、市健康推進課では離乳食講習会を行っ
ていて、ボランティアセンターへ、保護者と一
緒に来ている赤ちゃんをあやしながら時間を過
ごすボランティアさんの依頼があります。赤
～参加しているボランティアさんの声～
「ぐずっていた赤ちゃんもしばらく抱っこしてい
ると落ち着いて、ぐっすりと眠ってくれるととて
もうれしいです」「毎月、ボランティアに参加し
ていると顔なじみの人もいて、赤ちゃんを抱っこ
しながらお話できるのも楽しいですね！」

ちゃんの生命力の強さに癒される赤ちゃん抱っ
このボランティア。赤ちゃんを抱っこした経験
のある方や、子ども好きな方の参加をお待ちし
ています。ぜひご協力ください。

ボランティア募集 NO.175 晩秋の沼隈の野山を利用者と一緒に歩きませんか？【野山歩き・障がいのある人】
福山市沼隈町にある障がいのある人たちの施設「ゼノ」なごみの家ではつぎの日程で、歩け歩け大
会を行います。そこで利用者と一緒に野山を歩いていただけるボランティアを募集しています。内容
は、約５km の距離を１グループ６～７人の利用者と施設職員２～３人のグループになって歩きます。
その時に利用者に励ましの声かけや、見守りをしていただきたいです。施設職員が役割を分担します
ので、歩くことが好きな方でしたらどなたでも参加できる活動です。
（募集人数 ４～５人）
●

活動日時

１１月２５日（金）

９：００～１４：００

●

集合場所 「ゼノ」なごみの家（福山市沼隈町草深 1106‐1：地図の送付可能です）

●

そ の 他 昼食を主催者で準備します。

※雨天の場合は、施設内で軽運動を行います。

当日の行事保険はありません。各自でボランティア保険に加入をしておいてください。
８：３０までに福山すこやかセンターへ集合いただければ、送迎いたします。
ボランティア募集 NO.176 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。【託児・幼児】
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
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 １１月３０日（水） １０：００～１１：３０
● 活動場所 まなびの館ローズコム４階小会議室３（福山市霞町 1－10－1：地図の送付可能です）
● 募集人数 ３～５人
● 駐 車 場 ９：４５～９：５５の間に、旧南部保育所へ駐車してください。地図の送付可能です。
ボランティア募集 NO.177 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・赤ちゃん】
福山市東部保健福祉課では、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。
（募集人数 各日２～３人）
● 活動日時 １１月２２日（火）
・１２月６日（火）・１３日（火）の内、いずれかの日で活動可能。
いずれも、９：５０～１１：３０
● 活動場所 東部市民センター（福山市伊勢丘：地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.178 利用者と一緒に作業を手伝っていただける方を募集しています。【軽作業・障がいのある人】
福山市明神町にある障がいのある人たちの作業所「さんさん作業所」では、つぎの日程で利用者が
行う軽作業を一緒にしながら、利用者に声かけや見守りなどをし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、どなたでも参加できる活動です。
● 活動日時 １２月１日（木）
・１３日（火）・１４日（水）の内、いずれかの日で活動可能です。
いずれも、９：３０～１６：００
● 活動場所 さんさん作業所（福山市明神町 2-16-17：地図の送付可能です）
● 募集人数 各日１～２人
● そ の 他 お弁当をご持参ください。
ボランティア募集 NO.179 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・赤ちゃん】
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。
（募集人数 各日２～３人）
● 活動日時 １２月２日（金）または、１２月１６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）

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.180 病院の付添いをしていただける方を募集しています。【付添い・高齢者】
福山市神辺町に在住の女性（８０歳代・車イスを利用）がつぎの日程で、神辺町にある柴田内科へ受診に行き
ます。そこで病院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。活動の内容は、病院で待ち合わせを
し、その後女性の車イスを押しながら、待ち合い室や、診察室などへ移動したり、料金の支払いの補助をしてい
ただきたいです。お願いしたいことなどは、直接、本人がお伝えしますので、どなたでも参加できる活動です。
● 活動日時 １２月２日（金） １５：００～１６：００
● 活動場所 柴田内科（福山市神辺町道上 1-17：地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.181 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。【託児・幼児】
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
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 １２月９日（金） １０：００～１１：３０
● 活動場所 南公民館（福山市御門町 1-1-30：地図の送付可能です）
● 募集人数 ３～５人
● そ の 他 駐車場については現在、調整中です。
ボランティア募集 NO.182 保護者が講習会を受講している間、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。
活動場所

活動日

北部市民センター２階調理室

１１月２９日（火）

福山市立大学事務棟２階
家庭科調理室・多目的演習室

１２月

９日（金）

東部市民センター２階創作室

１２月

９日（金）

●

募集人数 各３～９人

活動時間

１３：１５～１５：１５

● 持 参 物 エプロン

ボランティア募集 NO.183 高齢者の話し相手になっていただける方を募集しています！【話し相手・高齢者】
福山市日吉台にある、高齢者の福祉施設「グループホームひよし」では、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。活動の時間帯は１３：００～１６：００の間で、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。高齢者と話をするのが好きな方であれば、どなたで
も気軽に参加できる活動です。
● 活動場所 グループホームひよし（福山市日吉台 3-13-7：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.184 福祉だよりの発送作業に、ご協力ください！
社協が２か月に 1 回（奇数月）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
業です。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 １１月２５日（金） １０：００～１２：００
● 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）
● そ の 他 １日を通して協力いただける方へは、昼食を準備します。
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。

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ
「東日本大震災義援金」の受け付け期間が延長されました！
東日本大震災による被災者に対し、多くの皆さまより義援金をお寄せいただいております。
お寄せいただきました義援金は、被災都道県に配分するため、「義援金配分割合決定委員会」が設置さ
れ、この委員会で、被災状況に応じそれぞれの被災都道県に設置された義援金配分委員会を通じ、被
災された方々へお届けしているところです。
日本赤十字社などへお寄せいただいた義援金は、１０月２８日現在で、３，３４０億円となり、この
うち、すでに約９割の３，０５０億円が被災となった都道県に送金されています。（厚生労働省公表）
全国から復興のための支援活動が続いていますが、相当の期間が必要とされ、今後も引き続き義援金
の募集を行いますので、皆さまからの温かいご支援をお願いいたします。
１．取扱期間
2012 年(平成 24 年)3 月 31 日（土）まで
２．義援金窓口
通常払込み （ゆうちょ銀行・郵便局）
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
※ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みをされた場合、手数料は免除されます。
※窓口でお受取りいただきました半券（受領証）は、寄付金控除申請の際にご利用いただけますので、
大切に保管してください。
３．問い合わせ先
日赤広島県支部福山市地区（事務局：福山市社協）
電話：
（０８４）９２８－１３３０ ファックス：（０８４）９２８－１３３１
ボランティア募集 NO.185 再生封筒作りにご協力ください！【再生封筒作り】
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 １２月１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.186 「TUNAGU（つなぐ） NO.197」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 １２月１５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。
「さんまい橋日記」http://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.1９７」は、１２月１５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、１２月１２日
（月）までにご連絡ください。

