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福山市社会福祉協議会

かんなべ桜まつり

ボランティアセンター

桜は５分咲きでしたが
多くの方が花見に訪れました。

多くのボランティアさんが
桜まつりを盛り上げてくださいました。
盈進中ヒューマンライツ部
東日本大震災をふり返って!!

神辺ボランティア連絡協議会

湯田学区青少年補導員協議会

で販売（コーヒー・おでん・うどん・ぜんざい）
神辺高校の学生ボランティアも延２０人参加しました！

ボランティアの皆さん
ご協力、ありがとうござい
ました。

ボランティア募集 NO.1 視覚に障がいのある人たちの卓球クラブにご協力ください！【視覚に障がいのある人】
視覚障がい者卓球クラブでは、つぎの日程で卓球の球拾いのボランティアを募集しています。視覚障
がい者の方と交流しながら楽しめる、どなたでも気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ４月２９日（日） １０：００～１５：００
● 活動場所 三吉コミュニティセンター（福山市三吉町 2-8-5：地図の送付可能です）
● 募集人数 午前、午後 各１人
ボランティア募集 NO.2 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

活動時間

東部市民センター ２階創作室

５月１１日（金）

１３：１５～１５：１５

福山すこやかセンター３階
調理実習室・学習室

５月１６日（水）

午前の部
９：４５～１１：４５
午後の部 １３：１５～１５：１５

神辺中央コミュニティセンター

５月２５日（金）

北部市民センター

５月３０日（水）

西部市民センター ４階創作室

５月３１日（木）

●

募集人数 各３～９人

１３：１５～１５：１５

● 持 参 物 エプロン

ボランティア募集 NO.3 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 ５月１１日（金）
・５月１８日（金）

●

活動場所 駅家コミュニティセンター分館

９：３０～１２：１５

（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.4 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 ５月１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

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.5 発達障がい児の学習支援にご協力ください！【学習支援・発達障がいのある小中学生】
NPO 法人フリマドンナでは、軽度発達障がい児の学習支援ボランティアを募集しています。
発達障がい児の特徴は得意な分野についてとことんやり抜き、成果をあげることです。学習支援を行う
中でその子の得意なことを見つけて、自信をつけていくことが目的です。
● 内

容 そろばん・習字・パソコン・絵・将棋・囲碁・スポーツ（プール）等

● 活動日時 ５月より開始予定 平日の１３：００～１７：００（参加可能な時間で構いません）
● そ の 他 子どもとマンツーマンで関わるのではなく、スタッフも一緒に活動します。
※活動場所については現在検討中です。
ボランティア募集 NO.6 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が通う施設「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。
●

活動日時 日曜日･祝日以外の平日 １３：００～１５：００の間
※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.7 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】
福山市松永町にある高齢者が通う施設「福山ケアセンターそよ風」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。
●

活動日時 日曜日･祝日以外の平日 １３：００から１５：００の間
※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 福山ケアセンターそよ風（福山市松永町 3-21-70：地図の送付可能です）

ボランティア募集 NO.8 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」では、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。
●

活動日時 月曜日 １０：００～１２：００の間 １時間程度
※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。材料は施設で準備します。

●

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.9 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】
福山市南蔵王町にある水永病院「デイケアだんだん」では、日頃一生懸命リハビリに取り組まれてい
る利用者の方に、楽しい時間を届けていただけるボランティアを募集しています。ステージがないので、
限られたスペースの出演になりますがジャンルは問いません。
●

活動日時 １２：４５～１３：３０の間 ３０分間程度
※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 デイケアだんだん（福山市南蔵王町 4‐16‐16）

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.10 パーキンソン病友の会 事務ボランティア募集のお願い！【事務員募集】
全国パ－キンソン病友の会広島県支部福山友の会では、パソコンの出来るボランティアを募集してい
ます。事務内容は会員便りや会誌作成等で、パソコンが少しできればどなたでもできる内容です。
● 内

容 会員便り発行（１,２ヶ月に１回）
・会誌の発行（年間２回程）等

● 募集人数 １人
ボランティア募集 NO.11 視覚に障がいがある人のボーリングのサポートをしてください。【視覚障がい者・ボーリング】
視覚障がい者の方がボーリングの受付手続きやボールの選定、投球方法をアドバイスしてくださるボ
ランティアを募集しています。
●

活動日時 ４月３０日（月・祝日） １３：００～１６：００

●

活動場所 キャッスルボウル福山（福山市東深津町 4-16-25）

●

募集人数 １人

ボランティア募集 NO.12 地域のお祭りにご協力ください！【地域のお祭り・会場設営等】
地域福祉センター向永谷では、つぎの日程で祭りの会場設営・出店補助・駐車場の案内等のボラン
ティアを募集しています。毎年、地域交流の一環として祭りを開催しており、子どもからお年寄りまで
様々な年代の方が参加する、世代間交流のできる活動です。
● 活動日時 ５月６日（日）

８：３０～１５：００

● 活動場所 地域福祉センター向永谷（福山市駅家町向永谷 72-1：地図の送付可能です）
● 募集人数 ２０人
● そ の 他 昼食あり。駐車場の数に限りあり。
ボランティア募集 NO.13 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。
●

活動日時 ２時間程度

（時間帯は問いません）

※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.14 子どもに関わっていただける方を募集しています。
【中学生・居場所づくり】
大学生で構成されている会（ななめの会）では、子どもたちが安心してすごせるような居場所づくり
活動を行っています。子どもたちが自主学習をする中で、一緒に問題を解いたり、一緒に遊んだり、話
をして関わっていただけるボランティアを募集しています。
● 活動日時 毎週土曜日 １４：００～１６：００ （月 1 回の参加でも可能）
●

活動場所 福山すこやかセンター

●

募集人数 制限なし

書き損じはがき募集中!!
社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、『書き損じはがき』を集めています。
皆さんの家庭に眠っている書き損じはがきがあれば、ボランティアセンターに持って来てください！
今回の募集で寄贈して頂いたはがきは、皆さんへの情報提供に使用します。
ご協力よろしくお願いします。

皆さんへの情報提供に使用します。

ボランティア募集 NO.15 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 ５月１０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.16 「TUNAGU（つなぐ） NO.20２」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 ５月１７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。

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。

福山へ避難してきた家族を対象とした
バスツアー第２弾が行われました。
福祉ボランティアふれあいの会の主催による、東日
本大震災で福山市へ避難してきた人たちを対象とした
日帰りバスツアーが行われました。
前回は世羅町へ行きましたが、今回は安芸の宮島へ
行ってきました。現在、放送されている大河ドラマ
『平清盛』の舞台である宮島は参加した人の多くが初
めて訪れ、とても好評でした。

鹿も参加者を出迎え
てくれました。

リニューアルされた水族館に行き、
アシカのショーも楽しみました。

２０１２年度ボランティア活動保険の加入申し込みのお知らせ
２０１２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
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2012
2012年度ボランティア
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。
活動保険の加入受付を行っています。詳しくはボランティアセンターでおたずねください。
●● 年間保険料
年間保険料 基本タイプ
基本タイプAA ２８０円
２８０円 BB４２０円（天災
４２０円（天災AA４９０円
４９０円 天災
天災BB７２０円）
７２０円）
●● 補償期間
２０１２年４月１日午前０時～２０１３年３月３１日午後１２時まで
補償期間
２０１２年４月１日午前０時～２０１３年３月３１日午後１２時まで
【問い合わせ先】
【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
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
電話（０８４）９２８－１３４６ FAX（０８４）９２８－１６２２
FAX（０８４）９２８－１６２２

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、４月１３日現在で、約３，５３８億円となり、
このうち、すでに約９割の約３，４９１億６千万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)９月３０日（日）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必要となりますので、
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

「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
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

さんまい橋日記

検索

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.２０２」は、５月１７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、
５月１４日（月）までにご連絡ください。

クリック！

