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福山市社会福祉協議会

ボランティアセンター

♪♪９月３０日（日）かんなべ福祉まつり♪♪

パネル展示

９月３０日（日）、福山市神辺文化会館にて、第２６回かんなべ福祉まつりを開催
しました。当日は台風の影響により、来場者の安全を考慮し、屋内イベントのみの
開催でしたが、約 3,000 人の方が訪れました。
体験ブースでは、神辺点字グループカタクリの花による点字体験コーナーを設置
し、多くの方に点字に触れる機会を作る事ができました。
ぬり絵コーナー

点字体験コーナー

♬♫♬♫♬♫♬♫１０月２０日（土）・２１日（日）ふれあい福祉まつり♬♫♬♬♫♬♫♬♫♬
１０月２０日（土）
・２１日（日）緑町公園、ローズアリーナにて、第３６回ふれあい福祉まつりを開催しま
した。２日間で約７６，０００人の方がふれあい福祉まつりに訪れました。
点字
ボランティアセンターの体験コーナーブースには、
手話（とんど・芦の会）
、布絵本（きしゃぽっぽ）、点
字（麦の会）、収集ボランティア（鳩の会）
、要約筆記
（さんりん車）、車いす・アイマスク（あゆみ会）の
６つのブースを設け、２日間で５０１人の方が体験を
✌手話 ☞
しました。
また、福山市ボランティア赤十字奉仕団と災害ボランティア・ブルースターは、
炊き出しを行い、災害時非常食体験コーナーを設けました。
要
約
筆
記
✍

✄ 切手の整理 ✄

炊き出し
布の絵本
(さかなつり)
おもちゃ図書館の様子

：￥

車イス・アイマスク体験

屋内の小部屋に作った
おもちゃ図書館には、
たくさんの親子が訪
れ、小さい部屋でぎゅ
うぎゅうになりながら
遊んでいました。

急募！託児ボランティア

急募！！１１月４日（日）
吹矢の試合に協力してください！

募集 NO.１２０

子育て支援事業を行っている
ファミリー・サポート・センター
◆講習会①日時 １０月３１日（水）
１０：００～１１：３０
◆講習会②日時 １１月１７日（土）
１０：００～１１：５０
◆活動場所 まなびの館ローズコム４階 和室
（福山市霞町 1-10-1）
◆内
容 保護者が講習会を受けている間、
一緒に来ている子どもの託児です
◆募集人数 ５人

募集 NO.１２１

福山市身体障害者吹矢協会
競技大会

●活動日時 １１月４日（日）
１０：００～１６：００頃
●集合時間 ９：３０
●活動場所 身体障害者体育センター
（福山市港町 1-11-10）
●内

容 選手が吹いた矢を拾ってください。

●募集人数 ５人
●そ の 他 １日参加いただける方には昼食を準
備します。
※１０月２９日（月）までにボランティアセンタ

障がい(児)者施設での活動！！

ーにご連絡ください。

福山市沼隈町

募集 NO.１２２

子どもたちの居場所づくり

「ゼノ」やまびこ学園
日常の生活を一緒に楽しんでください！！
●活動日時 ９時～１７時（随時募集中）

募集 NO.1２３

●活動場所 「ゼノ」やまびこ学園
（福山市沼隈町草深 1212）
●内

容 やまびこ学園の利用者（成人・
児童）と話をしたり、休日の余
暇活動等を一緒にします。

◆連絡先「ゼノ」やまびこ学園 ボランティア委
員会 担当：桑田さん
（０８０－１６４６－７３０６）

一緒に笑顔の子育て応援しませんか？

ななめの会
子どもたちが安心して

すごせるような居場所づくりを支援する会
●活動日時 毎週土曜日（10/27･11/3･10･17･24）
１４：００～１６：００
●活動場所 福山すこやかセンター
（福山市三吉町南 2-11-22）
子どもたちが自主学習をする中、一
緒に問題を解いたり、休憩中にバト
ミントンやオセロ等で一緒に遊んだ
り､話をしてください。
●募集人数 制限なし
●内

容

※大学生、社会人中心に活動中です。当日参加､
月１回のみの参加も可能です。連絡なしの飛び

募集 NO.１２４

エンジェル・スマイル

込み参加も大歓迎です！

子育て応援サークル

●活動日時 毎月第４木曜日（１１月２２日）
１０：００～１２：００
●活動場所 緑丘公民館
（福山市春日町 5-16-3）
●対

象 私たちと一緒に「笑顔の子育て」応
援しませんか？子育て経験のある
方、色々な特技・趣味をお持ちの方、
大歓迎です。

ご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２

託児ボランティア
募集 NO.１２５
活動場所

福山市保健所健康推進課
離乳食講習会
活動日

北部市民センター

１０月３１日（水）

東部市民センター２階 創作室

１１月 ９日（金）

福山すこやかセンター
３階 調理実習室・学習室
西部市民センター４階 創作室

１１月２２日（木）

容 保護者が講習会を受けている間、乳児（３

●活動日時 １１月２日(金)･１１月１６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）

●内

容 子どもと保護者が活動をしている
間､一緒に来ている兄弟姉妹(０歳

～７か月）の託児です。
●募集人数 各３～９人

福山市北部保健福祉課

子育て支援事業（ぱんだサークル）

１１月１４日（水）

●活動時間 １３：１５～１５：１５
●内

募集 NO.１２６

児)の託児です。
●募集人数 各日２～３人

どの会場も活動に参加
してくださる方が減っ

募集 NO.１２７

ています。一緒に活動
できる方のご連絡を
お待ちしております。

福山市東部保健福祉課

子育て支援事業（うさぎサークル）
●活動日時 １１月６日(火)･１１月２０日(火)
９：３０～１２：３０
●活動場所 東部市民センター

ホール

（福山市伊勢丘）

福山市歯科医師会
母子歯科保健講演会
１１月１５日（木）
１４：００～１６：００
まなびの館ローズコム
（福山市霞町 1-10-1）
保護者が講習会を受けている
間、一緒に来ている子どもの託
児です。
３～５人

募集 NO.１２８
●活動日時
●活動場所
●内

容

●募集人数

●内

容

間、一緒に来ている兄弟姉妹(０
歳児)の託児です。
●募集人数 各日１～２人

募集 NO.１２９
●活動日時
●活動場所

募集 NO.１３０

（財）ひろしまこども夢財団
イクちゃんサービス意見交換会《福山会場》
●活動日時 １１月２９日（木）
９：３０～１２：００
●活動場所 まなびの館ローズコム４階
（福山市霞町 1-10-1）
●内
容 保護者が意見交換会に参加して
いる間、一緒に来ている子どもの
託児です。
（子どもの人数１９名）
●募集人数 １０～１５人

子どもと保護者が活動をしている

●内

容

●募集人数

福山市私立幼稚園 PTA 連合会
野菜ソムリエ講演会
１１月２７日（火）
９：５０～１２：００
リーデンローズ 小ホール
（福山市松浜町 2-1-10）
保護者が講演会に参加している間
一緒に来ている子どもの託児です。
（対象：１～３歳児）
１０～１５人

活動にご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６
FAX ０８４－９２８－１６２２

高齢者の方と関わる一芸ボランティアの募集

募集 NO.１３１

福山市駅家町
駅家東デイサービスセンター
●活動日時 日曜日･祝日以外の平日
１３：００～１５：００の間
●活動場所 駅家東デイサービスセンター
(駅家町万能倉 160-1)
●内
容 踊り、歌、将棋、囲碁などができる方
で、利用者を楽しませていただける方。
※活動の日程などは、協力いただける方と相談しな
がら決めます。活動時間は短くても構いません。

募集 NO.１３３

福山市王子町
デイサービスセンターえんじゅ王子
●活動日時 月曜日～金曜日
１３：００～１４：３０の間
●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ王子
(福山市王子町 2-7-16)
●内
容 歌や踊り、腹話術、手品などで、利用
者を楽しませていただける方。
※活動の日程などは、協力いただける方と相談しな
がら決めます。活動時間は短くても構いません。

募集 NO.１３５

福山市南蔵王町
デイケア「だんだん」
●活動時間 １２：４５～１３：１５
●活動場所 デイケア「だんだん」
（福山市南蔵王町 4-16-16）
●内
容 歌や踊り、腹話術、手品等で利用者
を楽しませていただける方。（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
ながら決めます。
募集 NO.１３２

募集 NO.１３４

福山市新市町
デイサービスセンターリーフ新市
●活動日時 月曜日～土曜日
１４：００～１５：００の間
●活動場所 デイサービスセンターリーフ新市
(新市町大字戸手 2327)
●内
容 利用者の余暇時間に手作業（手
芸・絵手紙・書道）や演芸（カラオ
ケ等）をしてくださる方。
※活動の日程などは、協力いただける方と相談し
ながら決めます。活動時間は短くても構いませ
ん。

福山市水呑町
エクセル福山

高齢者の方と一緒にすごす、楽しむ

●活動日時 日程などは協力いただける方と
相談しながら決めます。
●活動場所 エクセル福山
（福山市水呑町 4433）
●内

容 趣味や特技を活かし、施設の利用者
の方と交流してください。
（手品、
楽器演奏等）

●募集人数 １～２人

募集 NO.１３６

福山市西深津町
デイサービス

えくぼ

●活動日時 月～金曜日
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）
●内

容 利用者の方と一緒にすごし、楽しん
でいただける方、または、利用者の

活動にご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６
FAX ０８４－９２８－１６２２

方を楽しませていただける方。
●募集人数 １～２人
※活動の日程などは、協力いただける方と相談し
ながら決めます。

高齢者の方の病院の付き添い

高齢者の方への傾聴ボランティア

福山市三吉町

募集 NO.１３７
●活動日時 週１回

自立支援アパート そら

●活動日時 土曜日

●活動場所 本人自宅～福山中央病院

１５：３０～１７：００間

（福山市三吉町）
●内

福山市駅家町

募集 NO.１３８

病院への付き添い

日曜日

容 三吉町にお住まいの８０代女性が週

１３：３０～１４：３０

１回リハビリのために通院をしてい

●活動場所 自立支援アパート

ます。歩行に不安があり、通院時の

そら

（福山市駅家町）

付き添いをお願いします。

●内

●募集人数 １人

容 入所中の８０代女性の話し相手と
手紙の代筆、趣味で詩や俳句を作っ
ているのでその書き取りをお願い
します。（お話がとても好きな方で

活動にご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６
FAX ０８４－９２８－１６２２

す。）
●募集人数 １～２人

視覚障がい者の方のイベントでの介助

２０１２アイフェスタふくやま

福祉機器展

視覚障がい者の日常生活や仕事に役立つ機器等の展示
講演会、相談と体験コーナーがあります
１１月１１日（日）１０：００～１６：００
福山市市民参画センター（福山市本町１-３５）
『２０１２アイフェスタふくやま』に来られた
視覚障がい者の方の会場案内や介助等をお願いします。
１０人

募集 NO.１３９
●活動日時
●活動場所
●内

容

●募集人数

気軽にはじめられるボランティア活動
当日お越しください！！

募集 NO.１４０
９
活動

活動日

再生封筒作り

１１月１日（木）

バンク情報紙
発送作業

ボランティアセンターでの活動

活動時間

１１月１５日（木）

内容
封筒の型取り型切り、糊付けやスタンプ押し。

１０：００～

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業※

１１：３０

再生封筒作りで作成した封筒は、情報誌の郵送に活用して
います。

●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）

あなたの活動をみんなの活動へ！！
社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、ボランティア活動の体験談を募集しています。体験談はボラン
ティア情報誌「TUNAGU（つなぐ）
」に掲載します。まだ活動していない方に情報提供をし、現在活動しているみな
さんと一緒に活動の輪を広げていきたいと思っています。
現在活動中のみなさんにぜひご協力いただければと思います。随時募集しておりますので、よろしくお願いし
ます。

非常食を作って食べよう！

和が輪になる楽しいコンサート♬
９月３０日（日）、福山すこやかセンターにて「福山

～霞学区～

おもちゃ図書館」主催で、発達に何らかの課題のある
子どもとその家族を対象の、体験型コンサート「和が
輪になる楽しいコンサート」を開催しました。
当日はヘルマンハープの演奏や雅楽の演奏、金管楽
器の演奏がありました。また、演奏以外にもお抹茶コ
ーナーを設け、今年も子どもたちに大好評でした。
☝みんなで指揮をしました♪

９月２９日（土）、霞公民館で福山市ボランティ
ア赤十字奉仕団と災害ボランティア・ブルースター
が東日本大震災についての講演と炊き出し訓練を
行いました。
当日は霞学区の大人１４人、子ども２９人とボラ
ンティア９人、合計５２人が参加しました。炊き出
し訓練では、包装食袋（ハイゼックス）を使い、実

お抹茶コーナー

際に作って、食べて、体験をしました。

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！
２０１３年(平成 25 年)３月３１日（日）まで

１．取扱期間
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

「シリア人道危機救援金」の受け付けが開始されました！
２０１２年(平成 24 年)１２月２８日（金）まで

１．取扱期間
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

００１１０－２－５６０６

口座加入者名

日本赤十字社 ※通信欄に「シリア救援」と明記してください。

※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。

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

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。
次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２０８」は、１１月１５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、
１１月９日（金）までにご連絡ください。

クリック！

