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
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活動できる場所に感謝を、活動している方々に感謝を…
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１１月２３日（金）
、第３３回ボランティア感謝の集いが行われました。
ボランティア感謝の集いは、日頃ボランティア活動ができることに感謝をするために毎年行って
おり、今年で３３回目となりました。長年ボランティア活動をしている方への表彰や講師を招いての
講演会、今後の活動がよりよいものとなるように、参加者同士の交流を行いました。
「ボランティアを必要とする人がいるから、私たちは活動ができる。」と表彰者を代表して、『朗読
録音グループなのはな』の我妻吉子さんが挨拶をされました。
活動できる場所に、活動している方々に感謝を…毎年を振り返る中で忘れてはならない事だと感じました。

Ｂｕｃｈｉパル祭２０１２＆ふくやまボランティアフェスティバル
がんばろう福山 広げようＢｕｃｈｉパルの輪
１２月２日（日）
、Ｂｕｃｈｉ(ブチ)パル福山(福山勤労青少年ホーム)で
Ｂｕｃｈｉパル祭２０１２＆ふくやまボランティアフェスティバルが行わ
れました。ボランティアセンターのブースでは、布の絵本(きしゃぽっぽ)、
収集ボランティア(鳩の会)、点字体験(点訳グループ麦の会)、車イス体験(あ
ゆみ会)の４つの体験コーナーを設け、おもちゃ図書館のコーナーも設けまし
た。また、ハーネスの会は盲導犬やパピー犬とのふれあい体験コーナー、トータルライフ
サポートふくやまやＤｏ笑店、NPO 法人アルファエイトがそれぞれブースを設けました。
当日は、寒波と雨の影響でとても寒い一日でしたが多くの方が
訪れ、Ｂｕｃｈｉパル祭を楽しみました。
ご協力い
ただいた
皆様、寒い
中、ありが
とうござ
いました。

施設で活動します！
募集 NO.１５９

プールでのボランティア

市内で美容師をしている方が、市内の福祉施設で
訪問理美容に関する活動をしたいと言われていま

さんさん作業所

募集 NO.１６０

す。
●活動日時 月曜日
●対

福山市明神町

●活動日時 毎週水曜日

象 福山市内の福祉施設等

１０：００～１２：００

※まずはボランティアセンターにご相談ください。

●活動場所 福山すこやかセンター１階
水浴訓練室（三吉町南 2-11-22）

ミニ運動会の運営ボランティア
募集 NO.１６１

●対

で遊んだり、泳いだり、歩いたりし
てください。

きょうされん東部ブロック
なかまの会

象 施設の利用者の方と一緒にプール

●募集人数 １人

高齢者の方と
一緒にすごす

●活動日時 １月１９日（土）
１０：００～１２：３０
●活動場所 身体障害者体育センター
(福山市港町 1-11-10）
●対

象 ミニ運動会でのスタッフをお願い

デイサービス

募集 NO.１６２

福山市西深津町

●活動日時 月～金曜日※相談に応じます
１３：３０～１４：３０

します。
（各競技の補助等）

●活動場所 デイサービス

●募集人数 ４～５人

えくぼ

えくぼ

（福山市西深津町 6-6-16）
●内

高齢者施設内での傾聴ボランティア
募集 NO.１６３

有料老人ホーム

ハウスカ青葉

容 利用者の方と一緒にすごし、楽しんで
いただける方。

●募集人数 １～２人

福山市青葉台

●活動日時 活動日程は相談に応じます。

認知症の方への施設内でのボランティア

１５：００～１６：００
●活動場所 有料老人ホーム

（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

募集 NO.１６４

ふぁみりえ山陽くさど
福山市草戸町

●活動日時 月～土曜日
１０：００～１５：００の間
●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど
（福山市草戸町 4-22-1）

傾聴ボランティア
募集 NO.１６５

認知症対応型デイサービス

ハウスカ青葉

グループホーム

容 利用者の方との散歩や会話等です

●対

象 ①認知症の高齢者を支援したい方

ぬくもりの家

②認知症サポーターの方

福山市高西町

③認知症の介護について学びたい

●活動日時 活動日程は相談に応じます。
１３：００～１７：００の間
●活動場所 グループホーム

●内

方
●募集人数 ５～６人

ぬくもりの家

（福山市高西町 100-1）
●対

象 グループホームに入所中の７０代
後半の女性(要介護１)と施設内で

一緒にすごし、話をしてください。
●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

視覚障がい者の方へ点字図書の増冊・普及や、点訳文書の
翻訳・作成などをする点訳ボランティアの講習会です。
●と

き

２０１３年１月１５日(火)～２月１９日(火)
全６回（１/１５，２２，２９，２/５，１２，１９）※いづれも火曜日
１３：３０～１５：３０
●ところ
福山すこやかセンター
●定 員
２０名（先着順）
●対 象
福山市内在住の方で、講座終了後も継続してグループに参加、活動できる方
●受講料
６００円（テキスト代）
●申込方法 住所・名前・電話番号・講座名を、電話またはＦＡＸでお申し込みください。
●申込先
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
ＦＡＸ（０８４）９２８－１６２２
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
活動場所
活動日
東部市民センター２階創作室
１月１１日（金）
募集 NO.１６６

福山すこやかセンター
３階

調理実習室・学習室

北部市民センター

１月２９日（火）

容 保護者が講習会を受けている間、乳児（３

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 １月８日(火)･１月１５日(火)
９：３０～１２：３０

１月１６日（水）

●活動時間 １３：１５～１５：３０
●内

募集 NO.１６７

●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

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

～７か月）の託児です。

歳児)の託児です。

●募集人数 各３～１０人

●募集人数 各日１～２人

一緒に託児ボランティアの
活動に参加できる方の
ご連絡をお待ちしております。

募集 NO.１６８

男性のボランティアさんも
活躍中です！！
→ →

福山市北部保健福祉課

子育て支援事業（ぱんだサークル）
●活動日時 １月１１日(金)･１月１８日(金)
９：３０～１２：１５

募集 NO.１６９

親子サークル

さくらんぼ

●活動場所 駅家コミュニティセンター分館

福山市西部地域で活動中
●活動日時 １月２２日(火)
１０：００～１２：００
●活動場所 今津公民館（福山市今津町 6-2-38）
●内

容 保護者が幼児安全法の講習会を受け

（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
児)の託児です。

●募集人数 各日２～３人

ている間､一緒に来ているこども(０～
３歳児)１０名程度の託児です。
●募集人数 ２～３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
下記の施設では、歌や踊り、楽器演奏、カラオ
ケ、将棋、囲碁、腹話術、手品、書道、絵手紙、
手芸等の一芸ボランティアを募集しています。
※活動の内容や日程などは、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。ご協力お願いいたします。
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)
募集 NO.１７１

募集 NO.１７３

デイサービスセンターえんじゅ王子

福山市王子町

●活動日時 月曜日～金曜日

募集 NO.１７０

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）
デイサービスセンターリーフ新市

募集 NO.１７２

福山市新市町
●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)
デイサービスセンターえんじゅ多治米

募集 NO.１７４

福山市多治米町

●活動日時 月曜日～金曜日

１３：００～１４：３０の間

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

●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ多治米

(福山市王子町 2-7-16)

(福山市多治米町 5-16-12)
エクセル福山

募集 NO.１７５

福山市水呑町

●活動日時 日程、時間等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）

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

施設内での活動
特別養護老人ホーム 悠芳苑

募集 NO.１７６

福山市熊野町

福山市草戸町
●活動日時 活動日程等は相談に応じます。

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。
●活動場所 特別養護老人ホーム

悠芳苑

１３：３０～１５：００
●活動場所 特別養護老人ホーム

（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。

●募集人数 個人、団体での参加も可能です。

バンク情報誌
発送作業
再生封筒作り

くさど

（福山市草戸町 5-8-24）
●内

容 車いすの清掃等をお願いします。

●募集人数 １～２人

ボランティアセンターにご相談くだ

ボランティアセンターへご相談くだ

さい。

さい。

１月の再生封筒作りはお休みです。

募集 NO.１７９
活動

特別養護老人ホーム くさど

募集 NO.１７７

ボランティアセンターでの活動
活動日

活動時間

内容
宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業

１月１７日（木）

１０：００～

※発送作業が早く終わった場合、再生封筒作りをします。

１１：３０
２月７日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

封筒の型取り型切り,糊付けやスタンプ押し

２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）

第２回 障がいのある子どもたちとのもちつき大会
１２月９日（日）、福山東ライオンズクラブ主催で第２回障がいのある子どもたちとのもちつき大会を行い
ました。当日は２３組７１人の家族が参加し、この冬一番の寒さでしたが、寒さにも負けず楽しみました。
開会式の後、早速エプロンを着て、もちつきを始めた子どもたち、つき
たてのおもちを丸めながら、ニコニコ笑顔！サマー・スクールとはまた違
った表情を見せる子どもたち。家族の方も子
どもたちと一緒に楽しんでおられました。
おもちをぜんざいやきなこで食べた後は、
セラピードッグとふれあい、大きなシェパ
ードにおっかなびっくりの子どもたちでした。
当日はボランティアグループあゆみ会の
皆さんのおかげで、前日の準備や当日のも
楽しい一日となりました♪
ちつき大会がスムーズに進みました。ご協力ありがとうございました。
また今年も、もちつき大会を主催してくださった福山東ライオン
ズの皆さん、ありがとうございました。

第３９回 新市町健康福祉まつり
１１月１８日（日）
、新市老人福祉センターに
て第３９回新市町健康福祉まつりが行われました。
まつりでは、福山出身の落語家柳家ろべえさん
の落語会や車イスや高齢者疑似体験コーナー、多
くの模擬店が出店しまつりを盛り上げました。
また、約２０人の中高生ボランティアが参加し、
各コーナーで活躍をしました。

１１月はいろいろな事がありました。
要約筆記サークル
さんりん車が広島
県知事表彰を受け
ました。

ほっとネットが
広島県社会福祉
協議会会長表彰
を受けました。

毎日新聞備後
専売会より鳩
の会に使用済
み切手の寄贈
がありました。

コミュニティ広場
《愛 LOVE ふくやま》
が福山市に車イスに
使用する円座等を寄
付しました。

ボランティアセンターからの年末年始のお知らせ
年末年始（２０１２年１２月２９日（土）～２０１３年１月３日（木）まで）は、
福山すこやかセンターが全館休館となります。
そのため、ボランティア活動センターおよび、印刷室等の各部屋の
利用ができませんので、お気をつけください。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

ボランティアの皆様へ
日頃から、ボランティアセンターの活動にご協力いただきありがとう
ございます。今年も残りあとわずかとなりました。
４月から新たなスタートをきったボランティアセンター、
皆様のご協力により無事終えることができそうです。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
忙しい年末ですが、体調を崩さないよう体に気をつけてお過しください。
また、新しい年が幸多き一年になりますよう、お祈りいたしております。
２０１２年１２月２０日 ボランティアセンター一同

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

「ハリケーン・サンディ災害被災者に対する救援金」
の受け付けが開始されました！
２０１３年(平成２５年)１２月２５日（火）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

００１２０－５－２２０

口座加入者名

日本赤十字社

そ

通信欄に「ハリケーン」または「サンディ」と明記してください。

の

他

※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.２１０」は、２０１３年１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、２０１３年１月 1１日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

