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１月１７日は防災とボランティアの日です。
防災とボランティアの日は、1995 年 1 月 17 日に発生した阪神･淡路大震災を契機として定められたも
のです。阪神･淡路大震災では、ボランティア活動が活発化し、「日本ボランティア元年」といわれていま
す。

防災とボランティア週間 1 月 15 日～21 日
阪神･淡路大震災をきっかけに、ボランティア活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目的
で、この日を中心に前後３日を含む計７日を防災とボランティア週間と定めています。
昨年、３.１１東日本大震災でも、日頃
からの防災訓練の必要性とともに、状況
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ボランティアは、
「やる気」があれば誰にでもできる活動です。自分できることは何か、家族でできる
ことは何か、地域や学校、会社でできることは何かについて考え、できることから取り組みましょう。

発達に課題のある子どもたちと餅つき大会
発達に課題のある子どもたちとの餅つき体験と宝探しを福山すこや
かセンターで 12 月 25 日(日)に開催しました。主催は福山東ライオン
ズクラブとボランティアセンターで初企画。市内の特別支援学校や特
別支援学級に通う児童四十三人と保護者ら三十九人が参加しました。
会員二十人とボランティアグループ「あゆみ」会から八人が参加
し、ふれあいのひとときを過ごしました。当日は、二十㌔のもち米を
用意し、二つのうすを使って、会員の方と一緒に餅つき体験を行いま
した。
現在では、自宅でうすと杵で餅つきをする家庭はほとんど無く、児童たち
は、｢杵が少し重かったけど楽しかった」と初めての体験に大喜びでした。つ
き上がった餅を顔も手も服も片栗粉で真っ白になりながら丸め、きな粉餅やぜ
んざいにして食べました。
この日はクリスマスということもあり、お餅を食べた後、みんなで宝探し
ゲームを行いました。事前に隠しておいた色とりどりの折り紙を、見つけてき
た児童たちには、おもちゃなどのプレゼントが用意してありました。隠して
あった折り紙を見つけては、「あった！」と大きな声で叫んで、大急ぎでプレ
ゼントのところまで走って行っていました。福祉ボランティア「ふれあいの
会」より、みかんのプレゼントもあり、楽しい一日を過ごすことができまし
楽しい一日を過ごすことができました。
た。

ボランティア募集 NO.200 臨時総会をしている間、子どもと遊んでください。【託児・児童】
東部地区里親連合会では、つぎの日程で臨時総会を行います。そこで保護者と一緒に来ている子ど
も（幼児～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
すので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
●

活動日時 １月２２日（日） ９：３０～１１：３０

●

活動場所 福山すこやかセンター３階マンパワー研修室（福山市三吉町南 2－11－22）

●

募集人数 １～２人

ボランティア募集 NO.201 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(ぱんだサークル)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、一緒に来ているきょうだい(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 ２月３日（金）
・２月１７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.202 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(うさぎサークル)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、一緒に来ているきょうだい(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 ２月７日（火）
・２月２１日（火） ９：４０～１２：３０

●

活動場所 東部市民センター ホール
（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.203 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】
福山市保健所健康推進課ではつぎの日程で、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来ている乳児（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経験
がある方な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

２月１０日（金）

福山市立大学 事務棟２階
家庭科調理室・多目的演習室

２月２０日（月）

駅家公民館 ２階実習室

２月２３日（木）

神辺中央コミュニティセンター

２月２４日（金）

西部市民センター ４階創作室

２月２８日（火）

●

募集人数 各３～９人

活動時間

１３：１５～１５：１５

● 持 参 物 エプロン（活動場所が福山市立大学の場合はスリッパ）

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.204 利用者の話し相手をしていただける方を募集しています。【祝日】
福山市西深津町にある高齢者のデイサービス「えくぼ」では、祝日に利用者の話し相手をしてい
ただけるボランティアを募集しています。時間帯は問いませんが、２時間程度の活動です。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 デイサービス「えくぼ」
（福山市西深津町 6-6-16：地図の送付可能です）

●

ボランティア募集 NO.205 利用者と一緒に軽作業のサポートや話し相手を募集しています！【通年･軽作業】
福山市千田町にある高齢者が通所施設「せんだの里」では、定期的に利用者と軽作業や話し相手をし
ていただけるボランティアを募集しています。作業内容は折り紙や縫い物を利用者と一緒にしたり、
利用者の話し相手です。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 せんだの里（福山市千田町 5-5：地図の送付可能です）

●

ボランティア募集 NO.206 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）
ボランティア募集 NO.207 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.208 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、長靴又はスノーブーツ、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。

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。

ボランティアグループ活動紹介パネルの展示をしています！
さまざまな活動を展開している市民、ボランティア団体が福山すこやかセンターのボラ
ンティア活動センターに登録し活動されています。
どんなボランティア団体があって、どんな活動をしているかを市民の人に知っていただ
き、一人でも多くの人にボランティアに参加していただくために、２６団体のボランティ
ア活動の紹介パネルを展示します。
日

時

場
所
問い合わせ先

２０１２年１月１８日（水）１５時 ～
福山すこやかセンター １階 東側通路
福山市社会福祉協議会 福祉サービス課

ボランティアセンター

２月１７日（金）１５時

電話（０８４）９２８－１３３４

登録ボランティアグループのみなさまへ

ボランティアグループ紹介パネル作成のお願い
平素よりボランティア活動推進にご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。
ボランティアセンター登録グループの紹介パネルの作成をお願いします。
尚、すでに作成していただいているグループは、新たに作成の必要はありません。
コルクボードは、

２０１１年度 ボランティア活動紹介パネルの展示

ボランティアセンターに用意してあります。

横 60 ㎝×

・ボランティア活動センター（常設）

縦 45 ㎝

・ふれあい福祉まつり（ローズアリーナ）
・Ｂｕｃｈｉパル祭＆ボランティアフェスティバル（勤労青少年ホーム）
・ボランティアグループ活動紹介展（ギャラリーふくふく）
・ボランティアグループ活動紹介展（福山すこやかセンター 東側通路）

「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.1９９」は、２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、２月１３日
（月）までにご連絡ください。

ボランティア募集 NO.209 講演会をしている間、子どもと遊んでください。【託児・児童】
福山市保健所健康推進課では、つぎの日程で子育て支援に関する講演会を行います。そこで保護者
と一緒に来ている子ども（幼児～小学生）を講演会の間、託児をしていただけるボランティアを募集
しています。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 ２月１１日（土） １３：３０～１５：３０（集合１３：００）

●

活動場所 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）

●

募集人数 ２～３人

ボランティア募集 NO.210 利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年･一芸ボラ】
福山市駅家町にある高齢者の駅家東デイサービスセンターでは、デイサービスの利用者を楽しま
せていただけるボランティアを募集しています。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。活動日は日曜日･祝日以外の平日
で、時間は１３：００から１５：００の間でお願いしたいです。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 駅家東デイサービスセンター（福山市駅家町万能倉 160-1：地図の送付可能です）

●

ボランティア募集 NO.211 利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年･一芸ボラ】
福山市西深津町にある高齢者のデイサービス「えくぼ」では、デイサービスの利用者を楽しませ
ていただけるボランティアを募集しています。もしくは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。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。活動は月曜日から金曜日の午後で、時間は１３：３０か
ら１４：３０の間でお願いしたいです。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 デイサービス「えくぼ」
（福山市西深津町 6-6-16：地図の送付可能です）

●

ボランティア募集 NO.212 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.213 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）

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.214 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 ２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.215 「TUNAGU（つなぐ） NO.199」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 ２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.216 研修会をしている間、子どもと遊んでください。【託児・障がいのある児童】
福山手をつなぐ育成会・神辺育成会では、つぎの日程で「子ども発達支援センター」についての研
修会を行います。そこで保護者と一緒に来ている子ども（幼児～小学生）を研修会の間、子どもたち
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
気軽に参加できる活動です。
●

活動日時 ２月１９日（日） １３：３０～１５：３０（集合１３：２０）

●

活動場所 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）

●

募集人数 ２～３人

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。
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

