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東日本大震災から２年、ボランティアグループの想い･･･
2013 年 3 月 11 日、甚大な被害をもたらした東日本大震災発生から 2 年を迎えました。あらためて、お亡くな
りになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。
今回バンク情報誌では、現在も継続して支援を行っている、
『てごうし隊代表 馬場さん』と『絆チャリティラ
イブの実行委員長 山本さん』に、現在の活動や２年を迎えての想いを聞きました。

備後圏から継続的に支援を！！

東日本大震災復興支援市民活動団体 てごうし隊

てごうし隊は、東日本大震災の復興を支援するための市民団体です。手伝う
と言う意味の方言、「てごうする」から名付けました。
震災後、１年間くらいは宮城県で津波に遭った民家の泥だしやガレキの撤去活
動をしていました。昨年からは、津波の塩害で枯れた木の伐採や田畑の再生をし
ています。津波で被災した民家の庭や田畑の土の中には、割れたガラスや食器、
コンクリートの欠片、釘、ビニールなどが無数に埋まっています。その土地を再
生するためには、土を掘り返して、ひとつひとつ
小さな瓦礫を取り除かなければなりません。この
作業は機械ではできないので、全て人の手でやっ
ていくしかないのが現状です。メディアでは、こ
のようなボランティアのニーズについて取り上げ
てもらえる機会が少なく、現場は人手不足で作業
が進みにくくなってしまっています。
最近では、仮設住宅にこもったままの方も多い
と聞きますが、被災者が外に出る意欲を後押しするためにも、畑を再生するボランティアが重要だと思います。
てごうし隊では、
「家の片付けが終わったら終わり」ではなく、長いスパンで被災者を支援する活動を続けてい
きたいと思っています。

ハイキングへ行きませんか？
「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)』
３月３０日（土）
８：００～１９：００
●内
容 障がいを持つ児童(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 ２人
●その他 昼食を準備します。
募集 NO.２１６

清掃活動の補助をお願いします！
瀬戸内海国立公園
福山市国民宿舎仙酔島
●活動日時 ４月１４日（日）※雨天中止
８：００～１４：００
●内
容 国立公園の清掃活動時に参加者の
誘導等をお願いします。
●活動場所 国民宿舎 仙酔島
４月５日(金)
●募集人数 ５人
募集締切
●持参物 タオル・軍手
●その他 交通費、昼食を準備します。
募集 NO.２１７

募集 NO.２１９

折りバラを折ってください！
福山おもちゃ図書館

おもちゃ図書館を運営しているグループが、６月１２

ばら祭りに携わりませんか？

日・１３日に東京で開催される『アジアおもちゃ図書館

の集い』に参加します。
福山ばら祭り２０１３
募集 NO.２１８
●内
容 折バラをおりがみで折ってください。(１０
ローズボランティア
０個の折バラが必要です)折りバラをアジ
●活動日時 ５月１８日（土）・１９（日）
５月３１日(金)
ア８か国の障がいのある子ども、保護者、
締切
８：００～１８：００
ボランティアへのお土産として福山の「折
●内
容 ばら祭りの企画補助ボランティアや
バラ」を渡そうと計画しています。
当日の運営補助ボランティアの募集
●そ の 他 折り紙を準備します(自宅へ郵送も可能)
をしています。
●募集人数 制限なし(個数は 100 個になり次第終了)
●その他 ボランティア T シャツを支給します。
●問合せ先 社会福祉協議会 地域福祉課
申込み締切は４月１２日(金)です。参加を希望さ
TEL 928-1333・FAX 928-1331
れる方は、必要事項を記入の上、福山祭委員会企
画実行委員会ローズボランティア部会へ提出くだ
託児ボランティア
さい。※詳しくは別紙チラシをご覧ください。
福山市
募集 NO.２２１
東部・北部保健福祉課

音楽という言葉を通して共有し、考える機会を･･･東日本大震災復興支援 絆チャリティライブ

託児ボランティア

３月９日(土)・１０日(日)、絆チャリティライブが行われました。『音楽という言葉を通して皆で情報を共有
し、考える機会を作りたい』そんな想いを込め、今年も開催されました。福山市内の１２か所の会場で、多くの
アーティストの方が想いのこもった演奏をしてくださいました。
被災地も３年目の春を
迎えようとしています。
少しずつではありますが
復興に向けて歩みを進め
ています。これから桜が
咲き花見などで賑やかに
なるとは思われますが、
被災が広域であり、２年経つ今も手をつけられない所がまだまだあります。これから何十年と、東北の方々は復
興に向けて立ち向かい続けなければいけません。
江戸時代の終わり、北陸地方に甚大な地震が起きました。その地震で子どもを亡くした母親が泣いていると、
通りかかったお坊さんがそっと近づき、声もかけず、母親と一緒にただただ泣いたそうです。ずっと、ずっと、
泣いたそうです。
人というものは、形にすると安心して忘れていくものです。最初の想いを持ち続ける事が大切です。１０００
Km 離れた福山に住んでいても東北の事を忘れず、少しずつでも支援を続けていきたいと思います。

福山市保健所健康推進課
募集 NO.２２０
離乳食講習会
活動場所
活動日
４月１７日（水）
福山すこやかセンター
午前 10:00～11:45
３階 調理実習室・学習室
午後 13:15～15:30
神辺中央
４月２６日（金）
コミュニティセンター
13:15～15:30
●内
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
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

①子育て支援事業（ぱんだサークルⅠ・Ⅱ）
●活動日時 ４月１２日(金)･４月１９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）

②子育て支援事業（うさぎサークルⅠ･Ⅱ）
●活動日時 ４月９日(火)･４月１６日(火)
９：３０～１２：３０
●活動場所 東部市民センター ホール
◆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！！
→ →

子どもたちの居場所づくり

施設で活動します！
福山市内で美容師を

募集 NO.２２２

しています！！

われています。

募集 NO.２２３

子どもたちが安心してすごせる
居場所づくりを支援する会

●活動日時 毎週土曜日（4/6･13･20･27）
１４：００～１６：００

●活動日時 月曜日 時間は相談に応じます。
●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
コミュニティホーム仁伍
募集 NO.２２４

認知症対応型共同生活介護事業所仁伍

●活動場所 福山すこやかセンター
（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

福山市木之庄町
１４：００～１６：００
●活動場所 認知症対応型共同生活介護事業所仁伍

認知症対応型デイサービス

募集 NO.２２５

ふぁみりえ山陽くさど

（福山市木之庄町 4-4-26）
容 利用者と会話や散歩をしたり、得意な
こと(おりがみ等)があれば一緒にし

●活動日時 月～土曜日
●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど

●募集人数 １～２人

（福山市草戸町 4-22-1）

傾聴ボランティア
グループホーム

福山市草戸町
１０：００～１５：００の間

て、すごしてください。

募集 NO.２２６

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.２２７

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。
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

（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へご相談ください。

気軽に参加できる活動です。

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

４月４日（木）

バンク情報誌
発送作業

４月１８日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

活動時間
１０：００～
１１：３０

募集 NO.２３０

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～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)

あっかい、贈り物を届けたい！
ボランティアグループ、コミュニティ広場《愛 LOVE ふくやま》
が、２月に宮城県岩沼市にマフラーやニット帽、セーター等を寄贈
しました。
《愛 LOVE ふくやま》は、毎月第２・４金曜日に活動をし
ており、少ない時間で丁寧に心を込めて編んでくださいました。
東日本大震災から２年の時が経ちまし
た。私たちが良かれと思ってすることが
現地の負担とならないように、今まで以
上に支援方法を考える必要があるのでは
ないかと感じています。
これから私たちができることは何か…
現地の方々が一日も早く、すごしやすい
生活を送るために、一緒に考えて行きた
いと思います。

マフラーや帽子、セ
ーター等、会のみな
さんが手作りをし
てくださいました。

特別養護老人ホーム くさど
福山市草戸町

●募集人数 １～２人

募集 NO.２２８

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.２２９

施設内でのボランティア

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。

●内

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。

ななめの会

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

高齢者の方と関わる一芸ボランティア

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。

２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）

もし、震災が起きたら…

《熊野学区防災訓練》

３月１０日(日)、熊野小学校にて、学区の自主防災組織が主体で、
福山市ボランティア赤十字奉仕団、災害ボランティア・ブルースター
が参加し、炊き出し訓練を行いました。
炊き出しをどういう方法で行うのか、包装食袋（ハイゼックス）の
使い方等を実際に活動する中で学びました。その他に消防団の煙体験
や AED 体験のブースがあり、多くの方が体験をしていました。
実際に災害が起きたときに、自衛隊
や消防、救急等の支援や、地域で組織
しているボランティア団体がすぐに
現地で活動ができるとは限りません。
ただ支援を待つだけではなく、その間
に地域の人で何ができるのかを日頃
から考えるとともに、防災訓練を継続
的に行いながら地震に備える必要が
あると感じました。

お知らせ
ボランティアセンター登録団体のみなさまへ

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？
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。

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！
２０１４年(平成２６年)３月３１日（月）まで

１．取扱期間
２．義援金窓口

問い合わせ先

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

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

【加入条件】
●会員数
●活動年数
●必要書類

５名以上
３年以上
会則、規約、年間活動報告等

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

【現在加入中のボランティアグループ（１４団体）】
●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）
福山市ボランティア連絡協議会の活動を詳しく知りたいという団体や会の活動にご賛同いただけ
る団体、また、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。

小学生のためのボランティア教室

≪２月２３日(土)・３月２日(土)≫

小学生のためのボランティア教室の第２・３回目を２月２３日(土)、３月２日(土)に行いました。
１回目の２月１６日(土)は、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。(TUNAGU
２月号 NO.212 掲載)
２回目となる２月２３日(土)は、１２人の子どもたちが視覚に障がいのある人の話を聞き、点字の体験をしま
した。盲導犬ユーザーから、街で盲導犬と出会った時に、子どもたちができることや気をつけてほしいことを教
えてくださいました。
『盲導犬が仕事をしている間(ハーネスをつけている間)は触
ったり、食べ物をあげたりして
はいけないことがわかった』
『盲導犬がいたら、声をかけた
り、仕事の邪魔をしないように
気を付けないといけないとわか
った』という感想がありました。
３回目の３月２日(土)は、１０人の子どもたちが参加し、聴覚に障がいのある人の話を聞き、手話の体験をし
ました。聴覚に障がいのある人が普段の生活で困っていることを小学生にわかりやすいように、子ども時代に困
ったこと、好きなことを教えてくださいました。手話の体験はクイズ形式で、どのように身振りで表すか、子ど
もたちに考えてもらいました。
『伝えようという気持ちがあれば伝わる』という感覚を体験したことで、手話を
『楽しい！』と感じてくれていたようでした。
小学生の頃から、障がいのある人のことやボラン
ティア活動について知ってもらい、様々な人が同じ
所で一緒に生きていることに気がつき、少しでも
障がいのある人の事やボランティア活動に興味、関
心を持って日々を過ごし成長してほしいと思いま
す。

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。
●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

【編集後記】
『東日本大震災について』
２年を迎え、私たちに“できること”は何か？まず、東日本大震災を過去の出来事として風化させないよう、
震災が起きた被災地だけの問題にしないこと、そして、現在も続く復興に、福山からできることは何かを、現
地の方を含め、多くの方と考えていく必要があると思います。
そしてこれから先、福山で地震を含めた災害がないとは言い切れません。一人では立ち向かうことのできな
い災害に、地震が起きてから考えるのではなく、起こる前に、自分自身ができることは何か、そして、地域の
方々と一緒に、今、取り組んでいくべき事は何か、ということを常に考え続ける必要性を感じています。

≪≪

感

謝

≫≫

終わりになりましたが、２０１２年度、ボランティア活動にご協力いただいた
ボランティアの皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。
２０１３年度も引き続き、ボランティア活動にご協力をお願いいたします。
「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

検索

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.２１３」は、２０１３年４月１８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４月 1２日（金）までにご連絡ください。

クリック！

