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パワーと笑顔いっぱいの“Buchi パル祭＆ふくやまボランティアフェスティ
バル”を行いました。
１２月４日に福山市勤労青少年ホーム（Buchi パ
ル福山）と共催で“Buchi パル祭＆ふくやまボラン
ティアフェスティバル”を行いました。「若い人たち
にもボランティアを知ってもらいたい」という思い
から、ふくやまボランティアフェスティバルを今年
初めて開催いたしました。
当日はステージ発表や、体験コーナー、ゲーム
コーナー、模擬店などがあり、幅広い年齢が楽しめ
るイベントとなりました。ボランティア体験コー
ナーでは、若い人たちが、積極的に手話を習った
り、点字を打ったりする姿を見かけました。またラ
ジオ体操や踊りの発表のときには、ボランティアグ
ループの人たちも一緒になって参加し、「若い人たち
とイベントをすると気持ちが元気になりますね！」
といった声も聞かれ、パワーや活気を感じることが
できる一日となりました。

↑支志團によるよさこい踊りが会場をさらに盛り上げました。
（左）ハーネスの会による盲導犬候補のパピーとのふれあい
コーナーは子どもたちに大人気でした。
（右）

おもちゃ図書館にクリスマスプレゼントが届き
ました。
木のおもちゃ作りをされている檀上忠彦さんよりクリスマスプレ
ゼントが届きました。木馬のさんりん車と、手作り看板です。おも
ちゃ図書館には他に檀上さんの手作り木のおもちゃがたくさんあり
ます。木の車やブランコなど小さな子が手に取って遊びやすいもの
↑木の手作り看板と、作ってくだ
さった檀上さんです（右）

ばかりです。
また１１月よりおもちゃ図書館
にある絵本の貸し出しも始めまし
た。おもちゃ図書館に遊びに来た
ついでに借りて帰られる親子も少
しずつ増えています。
絵本の貸し出しはボランティア
さんがいる水・金曜日の午前中で
す。どうぞ遊びにきてください
ね！

↑ボランティアさんが季節にあっ
た絵本や、シリーズになっている
絵本などを小さな子にもわかりや
すいように並べてくれています。

ボランティア募集 NO.187 年末のお祭りを一緒に楽しんでいただける方を募集しています！【高齢者・祭】
福山市木之庄町にある高齢者のための施設「地域福祉センター仁伍」がつぎの日程で、お祭りを行
います。そこでついたお餅の販売などをしながら利用者と一緒にお祭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。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 １２月２４日（土）８：３０～１５：００

●

活動場所 地域福祉センター仁伍（福山市木之庄町 4‐4‐28：地図の送付可能です）

●

募集人数 １０人

●

そ の 他 昼食は主催者で準備します。

ボランティア募集 NO.188 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。
●

活動日時 １月１０日（火）
・１月１７日（火）のいずれかの日で活動可能。
いずれも、９：４０～１２：３０

●

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）

●

募集人数 各日２～３人

ボランティア募集 NO.189 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。
●

活動日時 １月６日（金）または、１月２０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）

●

募集人数 各日２～３人

ボランティア募集 NO.190 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

東部市民センター２階創作室

１月１３日（金）

新市コミュニティセンター

１月１８日（水）

福山市立大学事務棟２階
家庭科調理室・多目的演習室

１月２６日（木）

●

募集人数 各３～９人

活動時間

１３：１５～１５：１５

● 持 参 物 エプロン・スリッパ（活動場所が福山市立大学の場合）

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.191 子どもたちにスキーやスノーボードを教えてください！【小学生～高校生・スキー】
発達に何らかの課題のある子どもたちの余暇活動を支援している会「いちごの会」では次の日程で、
島根県にある三井野原スキー場へスキーやスノーボードをするために出かけます。そこで子どもたち
（小学生～高校生）にスキーまたは、スノーボードを教え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、スキーまたは、スノーボードができる方であれば、どなたで
も参加できる活動です。
● 活 動 日

２月４日（土）７：００～１９：００
※集合場所は決まり次第、協力者へ連絡します（集合場所は福山市内になります）

● 活動場所 三井野原スキー場（島根県仁多郡奥出雲町）
● 募集人数 スキーを教えられる人２人・スノーボードを教えられる人１人
● その他 昼食代やバス代などは主催者が負担します。
ボランティア募集 NO.192 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！【大人～子ども・雪遊び】
ハンディキャップのある人たちの余暇活動を支援する団体「NPO 法人えーる」が、広島県民の森
スキー場で雪遊びを行います。そこで雪道を歩くときに利用者と手をつないで歩く移動の手伝いや、
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。雪遊びが主な活動になるため、
スキーやスノーボードができない人でも体力に自信のある方であれば、活動可能です。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

２月１１日（土）７：４５～１７：００
※集合場所は決まり次第、協力者へ連絡します（集合場所は福山市内になります）

● 活動場所 広島県民の森スキー場（庄原市西城町）
● 募集人数 ４人
● 持参物 防寒ジャンバー・ズボン、着替え、靴下、手袋、長靴またはスノーブーツ、タオルなど
● その他 昼食代とバス代は主催者が負担します。
長靴の貸出しもあります。ご希望の方は、申込み時にお知らせください。
ボランティア募集 NO.193 色あそびを通して、一緒に活動できる仲間を求めています！【色あそび・ハンドマッサージ】
おりがみやぬりえなどの色遊びを通して施設訪問や、親子活動を支援するグループを立ち上げてい
る女性が、一緒に活動をサポートしていただけるボランティアを募集しています。おりがみやぬりえ
などを通して、高齢者や子どもたちと関わりたいと思う方ならどなたでも参加できる活動です。また
ハンドマッサージで施設訪問を一緒にしていただけるボランティアも同時に募集しています。なお
マッサージの資格や経験は問いません。
【色あそび】
●

説明会・顔合わせ １月１１日（水）※時間や場所は現在調整中です。後日お知らせします。

【ハンドマッサージ】
●

説明会・顔合わせ １月３１日（火）※時間や場所は現在調整中です。後日お知らせします。

ボランティア募集 NO.194 指先を使った作業を教えていただける方を募集しています。【高齢者・手芸など】
福山市神辺町下御領にある高齢者の小規模ケアホーム「あ～むす」が、月曜日の１０～１２時の間
で、手芸やちぎり絵、おりがみ、絵手紙などの指先を使った作業を少し教えていただけるボランティ
アを募集しています。活動の時間は１時間程度で、活動の頻度などは協力いただける方と決めていき
ます。なお材料は施設で準備いたします。
● 活動場所 小規模ケアホームあ～むす（福山市神辺町下御領 1348‐10）

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.195 利用者に“笑い”で元気になっていただきたい！【高齢者・一芸ボランティア】
福山市引野町北にある高齢者の小規模多機能ホーム「愛の郷引野」では、余暇時間に小話や落語、
お芝居、踊り、楽器演奏などで利用者を楽しませていただけるボランティアを募集しています。笑い
があふれるような活動であればジャンルは問いません。活動の時間帯は１４：００～１５：００の間、
４０分間程度をお願いしたいです。なお活動の頻度や曜日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 小規模多機能ホーム愛の郷引野（福山市引野町北 5‐22‐11）
ボランティア募集 NO.196 利用者が大好きなギターの音を聴かせてあげたい！【障がいのある人・ギター演奏】
福山市千田町にある重度の心身障がいのある人たちの施設「障害福祉サービス事業所風」では、木
曜日に、ギター演奏をしていただけるボランティアを募集しています。利用者の中に現在寝たきりで、
会話も難しい男性（４０歳代）がいらっしゃいます。男性は若いころからギターが大好きで、今でも
ギターの音には反応があるそうです。そこで施設の職員や男性の家族より、ギターの音を聴くことで、
通所する楽しみをみつけてほしいとの希望があります。なおギター演奏であれば、音楽のジャンルは
問いません。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。
● 活動場所 障害福祉サービス事業所風（福山市千田町 2‐15‐25）
ボランティア募集 NO.197 買い物に付き添っていただける方を募集しています！【高齢者・買い物】
福山市沼隈町に在住の一人暮らしの女性（８０歳代）が月に数回、沼隈町のスーパーまで買い物に
付き添っていただけるボランティアを募集しています。女性には少し認知症があり、同じものを何度
も買うことがあります。そこでそうした場合には他の物を買うよう優しく教えていただけると助かり
ます。女性の自宅からスーパーまではタクシーを利用する予定ですが、可能であればボランティアの
方に送迎していただきたいです。その場合は１回５００円の交通費を支払います。

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。

私のボランティア日記 NO.14～ご近所まつり実行委員で活動して～
昨年より高野山福山別院の境内を利用した“高野山ご近所まつり”というお祭りを気の合う仲間で行って
います。今年も１１月に開催しました。このお祭りの名前は、お寺の近くに住むみなさんに楽しんでいただ
きたいという気持ちを込めて“ご近所まつり”となっています。
東学区では回覧板によるお祭りのチラシの全戸配布にご協力くださり、「回覧板でまわってきたチラシを見
て来ました」というお客さんもいました。またお寺の近くにある高齢者施設の利用者さんも散歩がてらお祭
りに来てくださり、駄菓子を見つけて「なつかしいね～」と言いながら買っていかれる姿も見かけました。
大きな銀杏の木の下では、音楽ライブや、紙芝居、よさこい踊りなどのグループが一日中、お客さんを楽し
ませてくれました。今年はちんどん屋さんにもお手伝いいただき、福山駅の周辺を歩いてお祭りの PR もし
てもらいました。このお祭りは実行委員のメンバーが知っている人に声をかけ協力者を募っていく手作りの
お祭りです。
またお寺の境内で行い、駐車スペースも大変少なく、とて
も小さなお祭りでもあります。気の合う仲間５～６人で運営
していて、みんな仕事もバラバラ。仕事の終わった後に集
まってはお祭り開催に向けて話し合いを続けてきました。「昨
年来て楽しかったから、今年も来たんよ～」と言ってお祭り
を楽しんでくださるお客さんの一言が開催できてよかったな
と思う瞬間です。これからもお客さんはもちろんですが、実
行委員も楽しんで運営できる手作り感あふれるお祭りができ
たらいいなと思います。

↑ボビーさんの紙芝居。
→会場に飾る風船約２００個を前日に膨らませたご
近所まつり実行委員のメンバーです。

福山市社会福祉協議会 会員に加入して、
財政的にも社協を支えてください！！
福山市社会福祉協議会が行っている「ボランティア活動を広める活動」は、市民のみ
なさまのご寄付や募金、そして福山市社会福祉協議会を財政的に支えていただく「社協
会員」の会費から成り立っています。福山市内のボランティアをみなさまのお力でご支
援いただきますよう、ぜひご加入協力をお願いします。
社協会員の種類
◆

賛助会員 １口

５００円／１年間（４月１日から翌年３月３１日）

◆

特別会員 １口５，０００円／１年間（４月１日から翌年３月３１日）

加入方法（納入方法）
１．訪問（ご連絡いただければお伺いいたします。）
２．直接窓口（福山市社会福祉協議会のいずれかの窓口でご加入ください。）
３．銀行振込（同封の振込み用紙（広島銀行・福山市農協）でお振込みください。
４．口座振替（全ての金融機関で口座振替ができます。詳しくはご連絡ください。）
福山市社会福祉協議会の各窓口は…
福山事務所（福山市三吉町南

福山すこやかセンター内） ℡（０８４）９２８－１３３０

新市事務所（福山市新市町新市 新市支所内）

℡（０８４７）５２－５１１５

沼隈内海事務所（福山市沼隈町草深

℡（０８４）９８０－７７２２

沼隈支所内）

神辺事務所（福山市神辺町湯野 神辺老人福祉センター内）

℡（０８４）９６３－３３６６

※すでに今年度ご加入いただいている場合は、重複のお願いとなり、ご協
力に感謝するとともにお詫び申しあげます。
社協会員についてのお問い合わせは…

℡ （０８４）９２８－１３３０

福山市社会福祉協議会 総務課
FAX（０８４）９２８－１３３１

「さんまい橋日記」http://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.1９８」は、１月１９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、１月１６日
（月）までにご連絡ください。

