人 まち ふくしフェスタ２０１２

ふくやまアイフェスタ２０１２
１１月１１日（日）
、福山市

＠うつみ・ぬまくま

市民参画センターで『ふくやま

１１月１１日（日）
、
『人まち

アイフェスタ２０１２福祉機器

ふくしフェスタ２０１２』が

展』が開催されました。アイフ

沼隈サンパル・沼隈福祉会館

ェスタでは視覚障がい者の方の

で開催されました。

日常生活や仕事に役立つ機器等

当日はあいにくの雨でしたが、屋内ステージでは、
森本ケンタさんのトーク＆ライブショーや地元小学校

の展示、講演会、相談と体
験コーナー等を設けました。

のはね踊り等があり、多くの方が訪れました。

当日は、ボランティアグルー

おもちゃサロンや地域福祉活動展、車いす体験コーナ

プのあゆみ会、朗読録音グルー

ーや高齢者疑似体験コーナー等を設けました。

プひまわり・たんぽぽ・なのは
な、点訳グループ麦の会、パソ
コン点訳ベス、すずらんの
計３１人の方が参加し、各
ブースで活躍しました。
雨の中でのアイフェスタで
したが、約２００人が訪れ
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。

さんまい橋日記

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.２０９」は、１2 月 20 日（木）発行予定です。
次号の TUNAGU（つなぐ）にボランティア募集記事の掲載希望や発送時にチラシ等の封入希望の
グループ・団体は、１2 月 14 日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

ボランティア活動に参加したい！市民のためのボランティア情報誌

ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）

NO．208
発行日：2012.11.15

●住所

〒720-8512 福山市三吉町南 2-11-22 福山すこやかセンター内

●電話

０８４－９２８－１３４６

●ホームページ

編集・発行

FAX ０８４－９２８－１６２２

http://www.f-shakyo.net/

福山市社会福祉協議会

第七回 親子体験バスツアー

ボランティアセンター

みんなで楽しくすごしました！！
こんにゃくづくり

大根の収穫

みんなで記念撮影

グランドゴルフ

１０月２８日（日）、福祉ボランティアふれあいの会の主催で「第七回親子ふれあい体験バスツアー」を開催
しました。対象はサマー・スクールに参加したこどもたちとその家族で、親子２３組、ふれあいの会より６人、
総勢７９人が参加しました。
午前中は神石高原町の個人宅の畑でサツマイモ掘りや大根の収穫体験を行いました。手をまっ黒にしながら
「採れた～!!」と嬉しそうに声を出していました。次に仙養ヶ原ふれあいの里にて、ものづくり体験（こんにゃ
く作り）を行い、説明を聞きながら一生懸命作っていました。昼食の後、広場でグラウンドゴルフを行いました。
８か所を回るうち、上手くできるようになっていきました。最後に広場で福まきをし、一日を終えました。
晴れたり、曇ったり、雨が降ったりと大変な一日でしたが、参加した子どもたちは、普段することのない体験
に、笑顔で元気いっぱいの一日をすごしました。

ふくやまこどもフェスティバル２０１２
広げよう！つながろう！いっぱいの笑顔！
～あつまれ ふくやま（２９８０）っ子～
１１月３日（土）、文化の日にまなびの舘ローズコムにて『ふくやまこどもフェスティバル』が開催しました。
当日は約 15,000 人が訪れました。ふくやまこどもフェスティバルは、子どもたちが集まり、より豊かな体験を
するイベントに発展してきましたが、今年度は「みんなで何かを創り出すこと」をめざし開催され、子どもたち
が主体的に企画･運営･参加し、発見や感動を味わうことができるように様々なブースが設けられました.
当日は、ボランティアセンターとボランティアグループ『あゆみ会』が一緒に参加し、２つのコーナーを設け、
クリスマスリース作りやまつぼっくりツリー作りに９４人、車イス体験コーナーに１４６人の子どもたちが訪れ
真剣にリース作りや車イス体験をしました。
まつぼっくりツリー作り
車
イ

今年のこども

ス

フェスティバ

体

ルも大好評で

験

終了しまし
リース作り

た。

急募！！託児ボランティア
募集 NO.１４２

福山市私立幼稚園 PTA 連合会
募集 NO.１４１
野菜ソムリエ講演会
●活動日時 １１月２７日（火）
９：５０～１２：００
●活動場所 リーデンローズ 小ホール
（福山市松浜町 2-1-10）
●内
容 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）
●募集人数 １０～１５人

（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

プールでのボランティア

施設内での活動
募集 NO.１４３

特別養護老人ホーム 悠芳苑
福山市熊野町
悠芳苑

１０：００～１２：００
●活動場所 福山すこやかセンター１階

（福山市熊野町乙甲 1630）
●内

容 車いすの清掃等をお願いします。

水浴訓練室（三吉町南 2-11-22）
●対

●募集人数 個人、団体での参加も可能です。

自立支援アパート そら
福山市駅家町

●活動日時 土曜日
１５：３０～１７：００間
日曜日
１３：３０～１４：３０
●活動場所 自立支援アパート

そら

（福山市駅家町）
●内

たりしてください。
●募集人数 １人

高齢者の方への傾聴・代筆ボランティア

募集 NO.１４５

象 施設の利用者の方と一緒にプール
で遊んだり、一緒に泳いだり、歩い

ボランティアセンターにご相談くだ
さい。

福山市明神町

●活動日時 毎週水曜日

●活動日時 活動日程等は相談します。
●活動場所 特別養護老人ホーム

さんさん作業所

募集 NO.１４４

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

高齢者施設内での傾聴ボランティア

募集 NO.１４６

有料老人ホーム

ハウスカ青葉
福山市青葉台

●活動日時 活動日程は相談します。
１５：００～１６：００
●活動場所 有料老人ホーム

ハウスカ青葉

（福山市青葉台 1-10-20）
●対

象 利用者の方が共有スペースにおら
れる間、数人の方と一緒に話をして

ください。
●募集人数 １～２人

す。
（お話がとても好きな方です。）
●募集人数 １～２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

食事をしながら、落ち着いて話せる時間を…
１１/３（土）
、
『第１８回 皆さんと（路上生活者、元路上生活者の）ボランティ
アとの交流会』を行いました。主催は、ボランティアグループの『福山ともしびの
会』
『日回りの会』です。当日は、健康相談や生活相談を行い、昼食はボランティア
グループ『ほっとネット』がカレーを作りました。参加者は昼食を食べながら日頃の
暮らしの様子や悩み等を話し、ボランティアメンバーと交流をしました。
『福山ともしびの会』
、
『日回りの会』は、それぞれ食等の支援を行いながら路上生活者等の話を聞き、必要な人
や社会（公的サービス等）を繋ぐ活動をしています。日頃から情報交換を行いながら活動しており、この２つのグ
ループや関係機関が連携した結果、福山市の路上生活者の人数は 2003 年をピークに減少傾向にあります。
路上生活者は、特別な人や変わった人ではなく、経済の影響を受けたこともありますが、人や社会との繋がりが
薄れてしまったためにそういった状態に陥っています。
数年前から福山で路上生活を行っている男性に、グループのメンバーが継続して公的サービスの利用を勧めてい
ました。しかし、男性は公的サービスの利用を拒否し続け、路上生活を続けていました。その男性が１カ月程前、
いつもの場所で倒れているのを友人が発見し、救急車で運ばれました。男性は数日後、息を引きとりました…。
男性が倒れる２日前、いつもの様に笑顔でたわいもない話をしたのが最期でした…。
男性の家族と、ボランティアグループのメンバーが話をする機会がありました。男性は家族に迷惑をかけたくな
いと家を出たようで、福山で公的サービスを利用すると、今まで以上に家族に迷惑がかかると思い、サービスの利
用をずっと拒否していたと感じました。
家族はメンバーと話をする中で、男性が“自分なりの信念”を持って路上生活をしていたということを知り、何
十年も会わないまま過ごした時間を埋め、涙を流しておられました。
とても悲しい出来事でしたが、ボランティアグループが男性に継続して関わってきたからこそ、家族に繋ぐこと
ができたのでは感じました。
ボランティアは人と人、人と社会を繋いでいく大事な役割を持っていると思います。今後の経済状況によっては、
新たな路上生活者を生む可能性もあります。今後も活動を続け、様々な人と出会う中で、人との繋がりや、社会と
の繋がりを考えながら、今後の支援のあり方や方法を考えていきたいと思います。

グループ紹介
◆福山ともしびの会◆
●活動日時 毎週日曜日 １７：３０～２０：３０

一緒に活動しませんか？

●活動場所 カトリック福山教会（福山市昭和町 7-26）
●内

容 味噌汁やおにぎりを作り、夜回りをしています。また、来られた方の相談等をしています。

◆日回りの会◆
●活動日時 第２･３･４土曜日 １１：００～１２：００
●活動場所 福山城東側
●内

容 準備したお弁当や生活用品、衣類等を必要に応じて手渡し、相談等をしています。

◆きんようきっさ（食事をしながら気軽に集える居場所づくりをしています）
●活動日時 第２･４金曜日 １０：００～１１：３０(※11 月･12 月は日程が違います 11/30・12/14)
●活動場所 福山すこやかセンター２階 ボランティア活動室（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。
（個人でもグループ（グループの紹介・メンバー募集）でも構いません。）

託児ボランティア
福山市保健所健康推進課
離乳食講習会
活動日

募集 NO.１４７
活動場所

募集 NO.１４８

子育て支援事業（うさぎサークル）

新市コミュニティセンター
１２月１２日（水）

福山すこやかセンター
３階

●活動日時 １２月４日(火)･１２月１８日(火)

調理実習室・学習室

東部市民センター２階創作室
神辺コミュニティセンター

９：３０～１２：３０
１２月１４日（金）

●活動場所 東部市民センター

ホール

（福山市伊勢丘 6‐6‐1）
●内

●活動時間 １３：１５～１５：１５
●内

福山市東部保健福祉課

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

容 保護者が講習会を受けている間、乳児（３

歳児)の託児です。

～７か月）の託児です。

●募集人数 各日１～２人

●募集人数 各３～９人
どの会場も活動に参加
してくださる方が減っ

募集 NO.１４９

ています。一緒に活動
できる方のご連絡を

福山市北部保健福祉課

子育て支援事業（ぱんだサークル）

お待ちしております。

●活動日時 １２月７日(金)･１２月２１日(金)
９：３０～１２：１５

地域のお祭りに参加しませんか？

●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）

募集 NO.１５０

地域福祉センター

向永谷

駅家町向永谷
●活動日時 １２月２２日(土)

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
児)の託児です。

１０：００～１５：００

●募集人数 各日２～３人

●集合時間 ８：３０

調理実習の手伝いをお願いします。

●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 嵯峨団地内)
●内

●内

容 飲食販売、餅つきの手伝い等です。

●募集人数 ５人

募集 NO.１５１

NPO 法人

えーる

福山市野上町
●活動日時 ①１２月１６日（日）
②１２月２３日（日）

高齢者の方と一緒にすごす、楽しむ

１０：００～１３：３０
●活動場所 福山すこやかセンター３階

募集 NO.１５２

デイサービス

えくぼ

福山市西深津町

●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

調理実習室(福山市三吉町南 2-11-22)
●内
容 障がいのある子どもや青年が調理実
習(ステーキとサラダ作り)を楽しみ
にしています。買い物や調理を手伝
ってくださる人を募集しています。
●募集人数 ２～３人
●その他 交通費実費を支払います。

でいただける方、または、利用者の
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。

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
駅家東デイサービスセンター
福山市駅家町
●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.１５３

募集 NO.１５５

募集 NO.１５４

デイケア だんだん
福山市南蔵王町
●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。

デイサービスセンターえんじゅ王子

福山市王子町
募集 NO.１５６

デイサービスセンターリーフ新市

福山市新市町

●活動日時 月曜日～金曜日
●活動日時 月曜日～土曜日

１３：００～１４：３０の間

１４：００～１５：００の間

●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ王子

●活動場所 デイサービスセンターリーフ新市

(福山市王子町 2-7-16)
●内

(新市町大字戸手 2327)

容 歌や踊り、腹話術、手品などで、利用
●内

者を楽しませていただける方。

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

※活動の日程などは、協力いただける方と相談しな

ケ等）をしてくださる方。

がら決めます。活動時間は短くても構いません。

※活動の日程などは、協力いただける方と相談し
募集 NO.１５７

エクセル福山

ながら決めます。活動時間は短くても構いませ

福山市水呑町

ん。

●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、

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

楽器演奏等）
●募集人数 １～２人

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.１５８

ボランティアセンターでの活動

９
活動

活動日

再生封筒作り

１２月６日（木）

バンク情報紙
発送作業

活動時間

封筒の型取り型切り,糊付けやスタンプ押し
１０：００～

１２月２０日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

内容

１１：３０

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業
※発送作業が早く終わった場合、再生封筒作りをします。

２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）

