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福山市社会福祉協議会

ボランティアセンター

『福山市ボランティア連絡協議会』

一斉行動

（福山すこやかセンター周辺の清掃活動）
福山市ボランティア連絡協議会の毎年
恒例となっている活動を５月１９日（土）、
福山ばら祭の日に実施しました。
約８０人の方が参加し清掃活動を行い、
福山すこやかセンター周辺がとても綺麗に
なりました。
参加者のみなさん
ご協力ありがとうございました。

今

年

も

障がいのある小学生のための

開

催

！

サマー・スクール

運営ボランティア募集
今年も障がいのある小学生のためのサマー・スクールを
７月３０日（月）から全１５日間の日程で開催します。

おう
よろしくお願いします！

このサマー・スクールは、障がいのある小学生をあず
かり、一緒に一日のプログラムをすごします。
全日程を事故なく楽しくすごすためには学生・社会人
のボランティアさんの参加が必要です。
子どもたちの楽しい夏の思い出作りに
ぜひ、ご協力ください！！

詳しくは 別紙チラシにて

ボランティア募集 NO.35 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。
訂正 前回の情報紙では北部会場が北部市民センターでしたが、正しくは新市コミュニティーセンターです。
活動場所

活動日

活動時間

６月２９日（金）

１３：１５～１５：１５

７月１１日（水）

１３：１５～１５：１５

東部市民センター ２階創作室

７月１３日（金）

１３：１５～１５：１５

神辺中央コミュニティーセンター

７月２７日（金）

１３：１５～１５：１５

新市コミュニティーセンター
福山すこやかセンター３階
調理実習室・学習室

●

募集人数 各３～９人

ボランティア募集 NO.36 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 ７月６日（金）
・７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：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.37 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 ７月３日（火）
・７月１７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.38 折り紙、ハンドマッサージで一緒に活動する仲間を求めています！【活動する仲間を募集】
おりがみや絵手紙が好きな人、興味のある人、ハンドマッサージに興味のある人、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やハンドマッサージ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」、「ハンドマッサージの会

おひさま」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。おりがみやハンドマッサージを通して、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。交流会・説明会を行いますのでご参加ください。
グループ名

日時

色あそび しゃぼん玉

６月２７日（水）
１３：３０～

ハンドマッサージの会 おひさま

７月２日（月）
１３：３０～

●

内容

おりがみ体験
手作りの虫よけスプレー
※材料費 １人５００円
※携帯用スプレー容器（50ml～100ml）をお持ち
ください。

活動場所 いづれも西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.39 保護者が講習会を受講している間、子どもたちと遊んでください。【託児･子ども】
緑丘公民館では、つぎの日程で「幼児安全法」の講習会を行います。その時、受講する保護者と一緒
に来ている子どもをあやしたり、見守っていただけるボランティアを募集しています。役割分担をします
ので、どなたでも気軽に参加できる活動です。
●
●

活動日時 ７月１７日（火） １０：００～１１：３０
活動場所 緑丘公民館 １階和室（福山市春日町 5-16-3：地図の送付可能です）

ボランティア募集 NO.40 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、踊り、歌、将棋、囲碁
などができる人で利用者の方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。短い時間でもかま
いませんのでよろしくお願いします。
●

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.41 子どもたちと夏まつりを楽しんでいただけるボランティアを募集。【夏まつり・子ども】
福山市加茂町にある「福山北特別支援学校」では、つぎの日程で夏まつりを行います。そこで役員をし
ている保護者の子ども（小学生～高校生：多動の子どもが多いです）と一緒に夏まつりを楽しんだり、託
児室で一緒にすごしていただけるボランティアを募集しています。また、夏まつりの各ゲーム（４ブー
ス）のお手伝いをしてくださるボランティアも募集しています。役員の保護者が役割を分担しますので、
気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ７月７日（土）１２：３０～１８：００（１２：３０までに集合してください）
● 活動場所 福山北特別支援学校（福山市加茂町：地図の送付可能です）
● 集合場所 門を入ってすぐの玄関に集合
● 募集人数 １５人
【夏まつりの由来】「我が子を地域の夜店に連れて行きたいが、なかなか参加
できない、でも経験させたい」という保護者の願いから始まりました。現在で
は保護者、先生だけでなく、卒業生や作業所からの出店、また地域の人たちの
参加もあり、子どもや保護者にとって、よい交流の場となっています。
ボランティア募集 NO.42 利用者が楽しみにしている夏まつりにご協力ください。【夏まつり・障がいのある人】
福山市三吉町にある障がいのある人たちの作業所「しんふぉにい」では、つぎの日程で夏まつりを行い
ます。そこで利用者と一緒に夏まつ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。内容は、模
擬店やゲームコーナー等の運営です。施設の職員が役割を分担しますので、気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ７月１４日（土）１７：００～２０：００（雨天の場合は、翌１５日（日）に延期）
● 集合時間 １６：００
● 活動場所 しんふぉにい 他（福山市三吉町 5‐1‐45：地図の送付可能です）
● そ の 他 食券を主催者が準備しています。
ボランティア募集 NO.43 利用者が楽しみにしている夏まつりにご協力ください。【夏まつり・障がいのある人】
福山市加茂町にある社会福祉法人「一れつ会」では、つぎの日程で夏まつりを行います。そこで利用者
と一緒に夏まつ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。内容は、模擬店やゲームコー
ナーの運営、駐車場警備等です。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 ７月２１日（土）１７：００～２１：３０（雨天の場合は、翌２２日（日）に延期）
● 集合時間 １６：００
● 活動場所 一れつ会グラウンド 他（福山市加茂町字上加茂 811：地図の送付可能です）
● そ の 他 食券を主催者が準備しています。

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。

ボランティア募集 NO.44 利用者が楽しみにしている夏まつりにご協力ください。【夏まつり・障がいのある人】
福山市青葉台にある障がいのある人たちの施設「春日寮」・「青葉」では、つぎの日程で夏まつりを行い
ます。そこで利用者と一緒に夏まつ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。内容は、模
擬店やゲームコーナーの運営、駐車場警備等です。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 ７月２６日（木）１７：００～２１：００（雨天の場合は、翌２７日（金）に延期）
● 集合時間 １６：００
● 活動場所 「春日寮」グラウンド 他（福山市青葉台 1-20-1：地図の送付可能です）
● そ の 他 食券を主催者が準備しています。
ボランティア募集 NO.45 子どもと一緒にプールを入っていただける方を募集しています。【障がいのある子ども】
グリーンベルの会では、障がいのある子どもたちの夏休み中の余暇活動を支援するため、つぎの日程で
プール遊びをします。その際、お母さんが一緒に入れない子と遊んでいただけるボランティアを募集しま
す。内容は、プールでボールを投げたり、ビート板で遊びます。会の方が役割を分担しますので、プール
が好きであれば気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ８月１日（水）１５：００～１７：００（集合時間１４：５０）
● 活動場所 福山すこやかセンター（福山市三吉町南 2-11-22：地図の送付可能です）
● 集合場所 水浴訓練室前のロビー
● 募集人数 ４人
ボランティア募集 NO.46 野外活動に協力していただける方を募集しています。【障がいのある子ども】
障がいのある子どもたちとその親の会である「親子セルフヘルプ遊（ゆう）」では、つぎの日程で野外活
動をします。内容はバーベキューで火おこしや準備、片付け等をしてくださるボランティアを募集します。
昼食は一緒に食べてすごしてください。会の方が役割を分担しますので、気軽に参加できる活動です。
● 活動日時 ８月２６日（日）１０：３０～１４：００（集合時間１０：３０）
● 活動場所 福山少年自然の家（福山市金江町藁江 619-2：地図の送付可能です）
● 集合場所 現地集合（終了後：現地解散）
● 募集人数 ２人
ボランティア募集 NO.47 日替わりボランティア・マスターを募集しています。【地域の居場所づくり】
生協ひろしまが社会貢献活動の一環として、福山市引野町に誰もが気軽に立ち寄れて、おしゃべりや
お茶を楽しむ「寄ってこ～家 引野」を開設します。この「寄ってこ～家 引野」に来られる方へお茶を
だしたり、声かけをしたり、時々自分の特技（例：手芸教室等）を使って教室を開いたりしてくださる日
替わりボランティア・マスターを募集しています。※活動の日時、内容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。また、後日説明会を行いますので興味のある方はご連絡ください。
●

活動場所 寄ってこ～家 引野（JR 東福山駅南口 徒歩３分）

●

募集人数 ５人程度

ボランティア募集 NO.48 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）
・ダンス（ブレイクダンス）等

● 活動日時 不定期 水・日１０：００～１６：００（参加可能な時間で構いません）
● 活動場所 シダックス 多治米店
● 連 絡 先 NPO 法人フリマドンナ 代表 柴田さん（０９０－８７１４－６３３０）

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.49 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。活動日時は相談しながら決めていきますが、１時間程度を予定しています。
●

活動日時 隔週の日曜日 １３：３０～１４：３０
火 ・ 土曜日 １５：００～１７：００の間

●

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.50 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.51 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、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）

ボランティア募集 NO.52 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

※当日、直接来ていただいても構いません。

ボランティア募集 NO.53 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 ７月５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.54 「TUNAGU（つなぐ） NO.204」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 ７月１９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（TEL：029-241-4516）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（TEL：028-688-4327）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.２０４」は、７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、
７月１３日（金）までにご連絡ください。

クリック！

