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ボランティアセンター

４月・５月で３つの養成講座が開講しました！！
手話講習会

見る言語を学ぶ

要約筆記ボランティア養成講座

４月１０日（火）

聞こえにくい声を、聞こえる声に・・

から市内７会場で、

５月１３日（日）、要約筆記ボランティア養成講

手話講習会（入門課

座を開講しました。

程）を開講しました。

「要約筆記」とは、難聴・中途失聴者の方に話

「手話」を通じて、

の要点をその場で文字にして伝える筆記通訳で

聞こえない人とのコ

す。難聴・中途失聴者の方は音声言語を主として

ミュニケーション手

使用していることが多く、手話を覚えるのは大変

段を楽しく学ぶ講座

です。要約筆記はその方のために、言語を文字で

です。

伝えます。要約筆記をすることで、難聴者の方が

毎年、人気のある講習会の一つであり、今年
度も多くの方が受講されています。

『今日はよく聞こえた』と言ってくださることも
あります。

コミュニケーションの手段として手話を選

聴覚障がい者の方々

び、本当に手話によって情報を得る機会を確保

が手話のみでコミュニ

するためには、手話が日本語と同じように言語

ケーションを取るわけ

として豊かに発展していく必要があります。

ではありません。

多くの人に手話への理解を広げ手話を学んで

要約筆記は手話と同様
に重要です。

もらうことが重要です。

朗読録音ボランティア講習会

声の便りを届ける・・・

５月１０日（木）朗読録音ボランティア講習会が開講しました。
「朗読録音ボランティア」とは視覚に障がいのある方へ『福祉だより
“ほほえみ”
』や『広報ふくやま』
、『一般の図書』などをテープに朗読録音
し、声の便りを届けるためのボランティアです。
通常、活字の情報は視覚に障がいのある人たちには読みにくいか、また
は読むことができません。そこで、耳で聴いて読書できるように朗読し、
音声を収録します。最近、一般の書店でも耳で聞く図書が見られるようになってきましたが、まだその数
は決して多くはありません。朗読録音は視覚に障がいのある人たちを社会とつなぐ役割を持っています。

6 月２２日（金）開講!!

精神保健福祉ボランティア養成講座

精神障がいのある人が地域で暮らすには、周囲の人の正しい理解と、温かい見守りが必要です。地域で
居場所を探している方々もたくさんいらっしゃいます。講座の中で精神障がいとは何か？を学び、自分に
できることをみつけてみませんか？定員は３０名で、現在受講者募集中です。

（詳しくは５面へ）

ボランティア募集 NO.17 保護者が講習を受講している間、子どもたちと遊んでください。【託児・子ども】
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、講習会を行います。
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。担当の職員が役割を分担します。どなたでも気軽に参加できる活動です。
●

活動日時 ５月３０日（水） １０：００～１１：５０

●

活動場所 まなびの館ローズコム４階 和室（霞町１－１０－１：地図の送付可能です）

●

募集人数 ２～３人

ボランティア募集 NO.18 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。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。
活動場所

活動日

活動時間

東部市民センター ２階創作室

６月８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

６月１３日（水）

１３：１５～１５：１５

北部市民センター

６月２９日（金）

１３：１５～１５：１５

●

募集人数 各３～９人

ボランティア募集 NO.19 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 ６月１日（金）
・６月１５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：駅家町倉光 579‐1：地図送付可能です）

●

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 ６月５日（火）
・６月２０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１～２人

ボランティア募集 NO.20 保護者が定例会をしている間、子どもたちと遊んでください。【託児・子ども】
「福山市里親連合会」では、つぎの日程で定例会を行います。保護者と一緒に来ている子ども（２歳
～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。どなたでも気軽に参加できる活動です。
●

活動日時 ６月１０日（日） ９：３０～１２：００（集合９：１５）

●

活動場所 福山すこやかセンター

●

募集人数 ２～３人

ボランティア募集 NO.21 保護者が総会をしている間、子どもたちと遊んでください。【託児・子ども】
「福山ろうあ協会」では、つぎの日程で総会を行います。そこで保護者と一緒に来ている子ども（２歳
～就学前）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 ６月１７日（日） ９：３０～１５：３０

●

活動場所 福山市市民参画センター

●

募集人数 ２人（午前・午後どちらかだけでも可能）

●

そ の 他 １日通して参加できる方は会で昼食を用意します。

２階（本町１－３５：地図送付可能です）

ボランティア募集 NO.22 折り紙、絵手紙で一緒に活動できる仲間を求めています！【折り紙・絵手紙】
おりがみや絵手紙が好きな人、興味のある人、一緒に楽しみながら活動しませんか？おりがみやぬり
えなどの色あそびを通して施設訪問や、親子活動を支援するグループ「色あそび・しゃぼん玉」が一緒
に活動をしていただけるボランティアを募集しています。おりがみや絵手紙などを通して、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。
● 説明会・顔合わせ ５月２２日（火）１３：３０～
● 活動場所 深津コミュニティセンター（西深津町１－５－１７：地図の送付可能です）
ボランティア募集 NO.23 ばら公園の散策ボランティアにご協力ください！【散策ボランティア・高齢者】
福山市王子町にある高齢者のグループホーム「春」ではつぎの日程で、ばら公園の散策にでかけます。
車イスの介助等をしながら利用者の方と一緒に散策をしてくださるボランティアを募集しています。散
策は１時間程度です。どなたでも気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ５月２８日（月）１０：３０～１１：３０（集合時間１０：３０）
● 活動場所 ばら公園

（花園町：地図の送付可能です）※集合場所はばら公園駐車場

● 募集人数 ３人
ボランティア募集 NO.24 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。スタッフも一緒に活動します。
● 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 平日の１３：００～１７：００（参加可能な時間で構いません）
ボランティア募集 NO.25 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】
大学生や社会人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、バトミント
ンやオセロをして一緒に遊んだり、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（19 日 １階

多目的ホール・26 日 ２階 地域ケア研修室）

ボランティア募集 NO.26 掃除を手伝ってくれる方を募集しています。【障がい者・軽作業】
福山市千田町にある障がいのある人の事業所「風」では、利用者の方が帰った後の片付け、掃除を手
伝ってくれるボランティアを募集しています。
●

活動時間 平日（月曜～金曜日）１５：３０～１６：３０

●

活動場所 障害福祉サービス事業所 風 （千田町２－１５－２５）

●

問合せ先 障害福祉サービス事業所 風 （９８２－８５８５ 担当：鳥井さん）

ボランティア募集 NO.27 利用者さんと一緒にすごしていただける方を募集しています。【高齢者・施設】
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、利用者の方と一緒にすごし楽しんで
いただける方、もしくはデイサービスの利用者を楽しませていただける方を募集しています。個人、グ
ループであればジャンルは問いません。
※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。
●

活動日時 月曜日から金曜日 午後１３：３０～１４：３０

●

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）

●

募集人数 １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。

募集案内

ストレスの多い現代，「こころの病」は誰でもかかる可能性があります。
精神障がいがある人が地域で暮らすには，周囲の人の正しい理解と，
温かい見守りが必要です。ボランティアにも色々な方法があります。
講座の中で，それぞれ自分にできることを見つけてみましょう。

【 養 成 期 間 】◆4 回連続講座

◆ボランティア体験
【

会

日程

６月２２日（金）・２９日（金）
７月１３日（金）・２０日（金）

時間 １３時３０分～１５時３０分
６月３０日（土）～７月１２日（木）の内１回

場

】 福山市保健センター（福山すこやかセンター東館）
福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号
【 定 員 】 30 名
【 対 象 】 講座受講修了後，精神保健福祉ボランティアとして
活動する意欲のある福山市在住の人
【 受 講 料 】 無料
【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
電話：０８４-９２８-１３４６
福山市保健所 健康推進課
電話：０８４-９２８-３４２１

ボランティア募集 NO.28 高齢の男性の話し相手になっていただける方を募集しています！【傾聴ボランティア】
御幸町に住んでいる８０代の男性が、話し相手になっていただけるボランティアを求めています。男
性は軽度の認知症があります。話し相手の時間は、午後の１時間位の予定です。活動の頻度は週１回程
度をお願いしたいのですが協力いただける方と相談しながら決めていきます。
ボランティア募集 NO.29 高齢の女性の話し相手になっていただける方を募集しています！【傾聴ボランティア】
引野町に住んでいる女性が、話し相手になっていただけるボランティアを求めています。話し相手の
時間は、日中１時間程度の予定です。活動の頻度は週１回をお願いしたいのですが協力いただける方と
相談しながら決めていきます。
ボランティア募集 NO.30 高齢の女性の話し相手、代筆をしてくださる方を募集しています。【傾聴・代筆・高齢者】
駅家町にある高齢者のための施設「そら」に入所中の女性が、話し相手や手紙の代筆をしてくださる
ボランティアを求めています。
●

活動日時 隔週の日曜日 １３：３０～１４：３０（１時間程度）

●

活動場所 自立支援アパート「そら」
（駅家町法成寺１００－２：地図送付可能です）

ボランティア募集 NO.31 福祉だよりの発送作業に、ご協力ください！【福祉だより発送作業】
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て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 ５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）

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.32 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 ６月７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.33 「TUNAGU（つなぐ） NO.20３」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 ６月２１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。

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。

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！
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。

「茨城県竜巻災害義援金」の受け付けが開始されました！
１．取扱期間

２０１２年(平成 24 年)５月８日（火）～７月３１日（火）まで

２．義援金名称 「茨城県竜巻災害義援金」
３．義援金窓口

銀行名

常陽銀行 本店営業部

口座番号 普通預金

３６２８０６４

加入者名 日本赤十字社茨城県支部

支部長

橋本

昌（ハシモト マサル）

※受領書の発行を希望される場合は、その旨を茨城県支部に連絡願います。

「栃木県竜巻災害義援金」の受け付けが開始されました！
１．取扱期間

２０１２年(平成 24 年)５月８日（火）～７月３１日（火）まで

２．義援金名称 「栃木県竜巻災害義援金」
３．義援金窓口

銀行名

足利銀行 県庁内支店

口座番号

普通預金 １７５５９

加入者名

日本赤十字社栃木県支部

支部長 福田 冨一（フクダ

トミカズ）

※受領書の発行を希望される場合は、その旨を栃木県支部に連絡願います。

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.２０３」は、６月２１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、
６月１８日（月）までにご連絡ください。

クリック！

