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

ハイキングへ行きませんか？

運転ボランティア募集！

ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）

NO．211
発行日：2013.2.21

●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

ボランティアセンター

点訳ボランティア養成講座が閉講しました。

「ゼノ」やまびこ学園
福山市沼隈町
●活動日時 『春期短期療育(ハイキング)』
① ３月２０日（水・祝）
② ３月２３日（土）
③ ３月３０日（土）
各日８：００～１９：００
●内
容 障がいのある児童(中・高校生)と一
緒にハイキングにチャレンジして
ください。各グループ児童７人と職
員４人が参加します。
●活動場所 福山市熊野町周辺の熊ヶ峰の登山
コース
●募集人数 ６人（各日２人）
●その他 昼食を準備します。
募集 NO.１９８

《１月１５日～２月１９日 全６日》

２月１９日(火)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
ィアの講習会が閉講しました。今年度は１１人の方が受講し、８人の方が修了しました。
点訳ボランティア養成講座は、麦の会の会員さんが講師として数名参加していますわからなければ個別に質問
ができ、丁寧に指導をしてくださいました。受講者のみなさん、麦の会のみなさん大変お疲れ様でした。

●活動日時 ３月２３日(土)
１０：００ 出発
１６：３０ 講演会終了
１８：００ 到着
●集合場所 福山すこやかセンター
●内

容 福山すこやかセンターから岡山市
への運転ボランティアの募集です。
医療講演会に参加する会員を乗せ
てください。

●使用車両 福山市社会福祉協議会の所有する
『ふれあい号』を使用します。
●募集人数 １人
●そ の 他 昼食代と福山すこやかセンターま
す。

プールでのボランティア
さんさん作業所

《２月１３日(水)～１８日(月)》

福山市明神町
●活動日時 毎週水曜日
１０：００～１２：００
●活動場所 福山すこやかセンター

託児ボランティア

●内

容 施設利用者の方と一緒にプールで遊ん

福山市

募集 NO.２０１

東部・北部保健福祉課
①子育て支援事業（ぱんだサークル）
●活動日時 ３月１日(金)･３月１５日(金)
９：３０～１２：１５

１階 水浴訓練室（三吉町南 2-11-22）

●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）

だり、泳いだり、歩いたりしてくださ

②子育て支援事業（うさぎサークル）

い。

●活動日時 ３月５日(火)･３月１９日(火)

●募集人数 １人

９：３０～１２：３０
●活動場所 東部市民センター ホール

託児ボランティア
募集 NO.２０２
活動場所

◆内

福山市保健所健康推進課
離乳食講習会
活動日

東部市民センター２階創作室

３月１日（金）

北部市民センター

３月６日（水）

福山すこやかセンター
３階

調理実習室・学習室

３月１３日（水）

●活動時間 １３：１５～１５：３０
●内

お越しいただいたみなさん、発表会や体験コーナーを
担当していただいたみなさん、ご協力ありがとうございました。

福山友の会

での交通費(1,500 円)を支給しま

募集 NO.２００

初日の１３日(水)は、朗読録音ボランティアグループひま
わり・たんぽぽ・なのはなの『朗読会』を行いました。
終了後は集まった朗読グループの皆さん(約２０名)で交流会
を行いました。
１４日(木)は日頃再生封筒づくりに参加してくださってい
るボランティアさんにお願いして再生封筒作りを行いました。
１５日(金)は収集ボランティア鳩の会の方と一緒に切手の整理をし、
１６日(土)からは震災パネル展を行い、６日間を終えました。

広島県支部

わからな
が…

２月１３日（水）～１８日（月）の６日間、
ボランティア紹介展＆絵本交換市を今町(本通
り)にある『ふくふくギャラリースペース』で
行いました。
期間中はボランティアグループ紹介展やボ
ランティアグループの発表会、東日本大震災
パネル展示やボランティア体験コーナー、ボ
ランティアセンターの紹介を行い、ボランティア
臨時出張所(ボランティア相談所)も設けました。

全国パーキンソン病友の会

ここが、
いのです

ボランティア紹介展＆絵本交換市

募集 NO.１９９

容 保護者が講習会を受けている間、乳児
（３～７か月）の託児です。

●募集人数 各３～１０人

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１～２人
託児ボランティアの活動に
ぜひご参加ください。

男性のボランティアさんも
活躍中です！！
→ →
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

小学生のためのボランティア教室
２月１６日(土)、小学生のためのボランティア教室を
行いました。
当日は１１人の子どもたちが参加し、車イスを使って
生活している方の話を聞き、車イス体験を行いました。
車イス協会の方から話を聞いた後、ボランティアグループ
あゆみ会の皆さんに車イス体験を指導していただきました。
参加した子どもたちからは、
普段聞くことのない話や体験に
『参加してよかった！！』
、
『車イスに乗っている人が
利用する自動車がいろいろと
工夫されていることが分かっ
た』、『また、他の体験もやっ
てみたい』という感想があり
ました。

施設で活動します！

《２月１６日(土) １日目》

子どもたちの居場所づくり

福山市内で美容師を

募集 NO.２０３

しています！！

子どもたちが安心してすごせる

市内で美容師をしている方が、定休日の日に市内にあ
る福祉施設で訪問理美容に関する活動をしたいと言
われています。
●対
象 福山市内の福祉施設等
※まずはボランティアセンターにご相談ください。

施設内でのボランティア
次回は２月２３日(土)『点字の体験』、
３月２日(土)『手話の体験』です。
次号でまたご紹介します。

コミュニティホーム仁伍
募集 NO.２０５

小学生のためのボランティア教室

（福山市三吉町南 2-11-22）
容 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､子
どもたちと話をしてください。
●募集人数 制限なし
●内

施設内でのボランティア

●内

福山市草戸町

容 利用者と会話や散歩したり、おりがみ
●活動日時 月～土曜日

等得意なことがあれば一緒にしなが

１０：００～１５：００の間

らすごしてください。

●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど
（福山市草戸町 4-22-1）

募集 NO.２０７

グループホーム

ぬくもりの家

●内

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
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方

●活動日時 活動日程は相談に応じます。

●募集人数 ５～６人

１３：００～１７：００の間
●活動場所 グループホーム ぬくもりの家

施設内での活動

（福山市高西町 100-1）
●内

容 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 NO.２０８

●手話サークル（芦の会・とんど）●朗読録音グループ（ひまわり・たんぽぽ・なのはな）
●布の絵本作りグループ（きしゃぽっぽ）●施設訪問グループ（こぶしの会・ともしび・コスモス）
●ガイドヘルプグループ（あゆみ会）●収集グループ（鳩の会）
●災害時のグループ（ブルースター・福祉ボランティアふれあいの会）
●花作りで交流を図るグループ（花ネットワークＢＩＮＧＯ）

福山市草戸町
１３：３０～１５：００
●活動場所 特別養護老人ホーム くさど

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

●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へご相談ください。

ボランティアセンターでの活動

活動

活動日

再生封筒作り

３月７日（木）

バンク情報誌

（福山市草戸町 5-8-24）

気軽に参加できる活動です。

募集 NO.２０９

発送作業

福山市ボランティア連絡協議会の活動にご賛同いただける方、加入条件を満たす団体は、ボランティアセ
ンターにご連絡ください。

特別養護老人ホーム くさど

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。

【加入条件】

【現在加入中のボランティアグループ（１４団体）】

ふぁみりえ山陽くさど

（福山市木之庄町 4-4-26）

●募集人数 １～２人

●団体会員数
５名以上
●団体活動年数 ３年以上
●必要書類
会則、規約、年間活動報告等

認知症対応型デイサービス

募集 NO.２０６

傾聴ボランティア

福山市ボランティア連絡協議会は、
「もっともっとボランティア活動のことを知ってもらい、多くの人た
ちに参加してもらいたい」
、
「ボランティア活動は決して“特別な事”ではなく、“お互いさま”の気持ちを
行動にあらわすこと」
、
「だれでもどこでも気軽に参加できるのがボランティア活動」をテーマに掲げていま
す。そして「同じ目的を持った者同士、たくさん語り合ってお互いを知り、困った時は助け合いましょう」
とい
うことから１９７４年に結成され、現在も活動がつづいています。

●活動場所 福山すこやかセンター

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。

●募集人数 １～２人

福山市ボランティア連絡協議会で一緒に活動しませんか？

●活動日時 毎週土曜日（2/16･23・3/2･9･16）

認知症対応型共同生活介護事業所仁伍

福山市木之庄町

３月２日(土)の『耳の不自由な人からのお話を聞かせてもらいましょう・手話体験』の
定員はまだ若干余裕がありますので、ぜひご参加ください。

ボランティアセンター登録団体のみなさまへ

居場所づくりを支援する会
１４：００～１６：００

●活動日時 月曜日 時間は相談に応じます。

●活動場所 認知症対応型共同生活介護事業所仁伍

お知らせ

ななめの会

募集 NO.２０４

３月２１日（木）

活動時間
１０：００～
１１：３０

内容
封筒の型取り型切り,糊付けやスタンプ押し
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。

●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）

高齢者の方と関わる一芸ボランティア
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。
エクセル福山

募集 NO.２１０

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）

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.２１２

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」(水永病院内)
（福山市南蔵王町 4-16-16）
募集 NO.２１１

募集 NO.２１３

デイサービスセンターリーフ新市

福山市新市町

２０１３年度(平成２５年度)
ボランティア活動保険の加入申し込みについて
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償する 2013 年度ボランテ
ィア活動保険の加入受付を行っています。詳しくはボランティアセンター職員におたずねくださ
い。
●ボランティア活動保険
基本タイプＡ・Ｂ、天災タイプＡ・Ｂの４つのコースがあります。
タイプ
年間保険料
タイプ
年間保険料
基本タイプ A
３００円
天災タイプ A
４６０円
基本タイプ B
４５０円
天災タイプ B
６９０円
※２０１３年度(平成２５年度)からボランティア活動保険の金額が変更となりました。
詳しくは別紙ボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。
●補償期間
●問合せ先

２０１３年４月１日 午前０時～２０１４年３月３１日 午後１２時まで
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

●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)

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
募集 NO.２１４

デイサービスセンターえんじゅ王子

福山市王子町

デイサービスセンター

募集 NO.２１５

●活動日時 月曜日～金曜日
１３：００～１４：３０の間

●活動日時 月曜日～金曜日

不定期の活動、定期的(月２回程度)に
活動ができる方も募集しています。
●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)

あったかいカレーで交流会
とても美味
しいカレー
でした！

２．義援金窓口

えんじゅ多治米
福山市多治米町

１３：００～１４：３０の間
●活動場所 デイサービスセンター
えんじゅ多治米
(福山市多治米町 5-16-12)

ほっとネットのみなさん、ありがとうございました。

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

「フィリピン南部台風救援金」の受け付けが開始されました！
２０１３年(平成２５年)３月１８日（月）まで

１．取扱期間
２．義援金窓口

《 ２月９日(土)》
２月９日(土)、ボランティアグループ『ほっとネット』が路上
生活者・元路上生活者との交流会を行いました。
当日は、１１人の方が参加し、あったかいカレーでゆっくりと食
事ができました。
福山市の路上生活者の数は、年々減ってきていますが、どの方に
も落ち着いて話ができる環境を提供し、今後について何が必要なの
かを話しながら、自分の置かれている状況について一緒に向き合っ
ていく必要があります。こういった機会を設け、関わっていくボ
ランティアはとても重要な役割を担っていると改めて感じまし
た。

通常払込み （ゆうちょ銀行・郵便局）

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

そ

通信欄に「フィリピン南部台風」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。

検索
クリック！

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２１２」は、２０１３年３月 21 日（木）発行予定です。

ほっとネットのみなさん、ありがとうございました。
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３月 15 日（金）までにご連絡ください。

