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ボランティア活動・地域福祉活動で役立つ！

レクリエーション機材展示&体験会を開催しました～

地域福祉活動やボランティア活動に役立つレクリエーション
機材の展示&体験会を開催しました。多機能カラオケや大型ジ
ェンカー，ボウリングなど約 20 点を展示，多くのボランティ
アのみなさんに来場いただきました。ボランティアのみなさん
には無料で貸し出しますので，ご活用ください。

託児ボランティアの養成講座を開催します！！（別紙チラシをご覧ください。）
子育て中の保護者が安心して研修会等
に参加できるように「託児コーナー」が
設けられることが多くなりました。
その「託児コーナー」で大活躍してい
るのが，託児ボランティアの皆さんで
す！毎回，楽しく活動していますよ。
この度「養成講座」を開講します。
みなさんもこの講座を受講して託児ボ
ランティアの仲間に入りませんか？
別紙チラシをご覧いただき，お申し込
みください！
（託児コーナーはボランティアさんの笑顔がいっぱいです。
）

保護者が講習会を受講している間，赤ちゃんをあやしてください。【託児・赤ちゃん】
福山市保健所健康推進課ではつぎの日程で，乳児をもつ保護者を対象とした離乳食講習会を行います。
そこで保護者と一緒に来ている乳児（３～７か月くらい）を抱っこしながらあやしていただけるボランテ
ィアを募集しています。
●活動日時，活動場所
活動日
活動場所
６月１１日（水）
福山すこやかセンター
13：30～15：15
３階 調理実習室学習室
６月１３日（金）
東部市民センター
13：30～15：15
６月６日（金）
神辺中央
13：30～15：15
コミュニティセンター
６月２７日（金）
千年公民館
10：00～11：45
５月２１日（水）
北部市民センター
13:30～15:15
●募集人数 各３～１０人
Ｎo.１２

球拾いや選手移動の補助にご協力ください。
福山市障害者体育センターではサウンドテーブルテニス審判講習会時の球拾いや選手移動の補助をして
くださるボランティアを募集しています。
●活動日時 ６月１５日（日）
13:00～16:00
●活動場所 福山市障害者体育センター
（港町１丁目１１－１０）
●募集人数 ６人
Ｎo.１３

利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年・一芸ボラ】
福山市曙町にある「小規模多機能ホーム愛の郷 曙」では，歌・踊り・太鼓ができる方で利用者を楽し
ませていただけるボランティアを募集しています。
●活動日時 月曜日～土曜日
14：00～15：00
●活動場所 小規模多機能ホーム愛の郷 曙
（曙町５丁目５－４）
Ｎo.１４

Ｎo.１５

利用者に習字の指導をしてくださる方を募集しています。【通年・習字】

福山市多治米町にある「ケアビレッジバラの家」では，利用者に習字を指導してくださるボランテ
ィアを募集しています。
●活動日時 月曜日～土曜日
14：00～15：00
●活動場所 ケアビレッジバラの家
（多治米町１丁目２８－１１）

使用済みの封筒，カレンダーはありませんか？
使用済みの封筒，カレンダー，包装紙（薄い茶色・白色など）を募集しています。
お寄せいただいたものを活用し，再生封筒を作成します。
作成した封筒は，ボランティアの方たちへ発行している情報誌の郵送などに活用しています。
ご協力いただける方は，福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターまでご連絡ください。

ボランティアの方たちが丹精込め
て作ってくださった再生封筒
です！

お知らせ

広響ポップス in 福山
「みんなの街」応援コンサート
懐かしのヒットＰＯＰＳ！
～あの頃のメロディー～

昨年度も大変好評だった，広響ポップスが今年も福山で開催されます。興味がある方は是非ご参加くださ
い！
《広島交響楽団は，地域における社会貢献活動を支援する「日本財団」の趣旨に賛同すると共に，
『音楽の
芽プロジェクト』の一貫として，コンサートの売り上げを地域の福祉団体等に寄付しています。》
●日程

７月１８日（金）１８：３０開演
（１７：４５開場）

●開催場所

ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ大ホール

●演奏予定曲目 オリーブの首飾り／雨に濡れても／サンダーバード／映画「追憶」／７０ｓ日本の歌謡／
ＴＶヒット曲メドレー他
●料金

福山市社会福祉協議会

福祉のまちづくり課に申し込みいただきました場合，すべて１割

引にいたします。
Ｓ席（１階）３，１５０円／Ａ席（２階）２，７００円／Ｂ席（３階）２，２５０円
●主催

広島交響楽協会，ふくやま芸術文化振興財団，中国新聞社

●お問い合わせ先 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
TEL ０８４－９２８－１３３３

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ
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！
「東日本大震災義援金」の受け付け期間が延長されました！
１．取扱期間
２０１５年(平成２７年)３月３１日（火）まで
１．取扱期間

２．義援金窓口
２．義援金窓口

２０１５年(平成２７年)３月３１日（火）まで

通常払込み（ゆうちょ銀行・郵便局）／口座記号番号
通常払込み（ゆうちょ銀行・郵便局）／口座記号番号

口座加入者名

日本赤十字社

口座加入者名

日本赤十字社

００１４０－８－５０７

００１４０－８－５０７

東日本大震災義援金

東日本大震災義援金

「シリア人道危機救援金」
１．受付期間

2012 年(平成 24 年)10 月 3 日(水)～2014 年(平成 26 年)9 月 30 日(火)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：
「００１１０－２－５６０６」

問 合 せ 先

加入者名：日本赤十社
その他：通信欄に「シニア救援」と明記して下さい。
日 赤 広 島 県 支 部 福 山 市 地 区 （ 事 務 局 ： 福 山 市 社 協 ）
電話：
（０８４）９２８－１３３４

2014 年度(平成 2６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「2014 年度ボランティ
ア活動保険」の加入受付けを行っています。詳しくは福祉のまちづくり課職員にお尋ねください。
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
基本タイプＡ
基本タイプＢ

年間保険料
３００円
４５０円

タ イ プ
天災タイプＡ
天災タイプＢ

年間保険料
４６０円
６９０円

●補償期間 ２０１４年４月１日午前０時～２０１５年３月３１日午後１２時(２４時)まで
●問合せ先 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
電話（０８４）９２８－１３３３

「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

さんまい橋日記

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.２２７」は，２０１４年 6 月１9 日（木）発行予定です。
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，
６月 13 日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

Ｎo.１６ 子どもたちの水浴訓練にご協力ください！【プール・子ども】
障がいのある子どもたちの通園施設「児童発達支援センター 草笛学園」では，毎週火曜日に福山 YMCA
のプールを利用した水浴訓練を行っています。水浴訓練は施設の職員が指導をしながら，一緒に親子が
参加するのですが，中には保護者がプールに入れない場合があります。そこでそうした保護者に代わっ
て，子どもたちの水浴訓練の補助をしていただけるボランティアを募集しています。
また一緒に来ている兄弟の託児ボランティアも募集しています。
●活動日時 ６月３日（火）１０日（火）１７日（火）２４日（火）
７月１日（火） ８日（火）１５日（火）

Ｎo.１７

お兄ちゃんお姉ちゃんが活動をしている間、弟や妹と遊んでください。【託児・赤ちゃん】

福山市東部保健福祉課では，未就学児を対象とした子育て支援事業(うさぎサークル)をつぎの日程で行い
ます。そこで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(０歳児)をあやしたりしながら見守
っていただけるボランティアを募集しています。担当の職員が役割を分担しますので，赤ちゃんを抱っこし
た経験がある方ならどなたでも参加できる活動です。
●活動日時 ６月３日（火）
，７月１日（火）
9：30～12：30
●活動場所 東部市民センター ホール
（伊勢丘６丁目６－１）
●募集人数 各日１～２人

Ｎo.１８

お兄ちゃんお姉ちゃんが活動をしている間、弟や妹と遊んでください。【託児・赤ちゃん】

福山市北部保健福祉課では，未就学児を対象とした子育て支援事業(ぱんだサークル)をつぎの日程で行
います。そこで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(０歳児)をあやしたりしながら見
守っていただけるボランティアを募集しています。担当の職員が役割を分担しますので，赤ちゃんを抱っこ
した経験がある方ならどなたでも参加できる活動です。
●活動日時 ６月６日（金）
，２０日（金）
9:30～12:30
●活動場所 駅家コミュ二ティーセンター分館（駅家町倉光５７９－１）
●募集人数 各日２～３人

Ｎo.１９

子育てサロン開催のお手伝いをしてくださる方を募集しています。【託児・子ども】

子育て支援ボランティア「エンジェル・スマイル」では子育てサロン開催のボランティアを募集してい
ます。
（０か月～１１か月までの親子対象のサロンです）
●活動日時 毎月第４木曜日「にこにこルーム」
毎月第４月曜日「にこぴよルーム」
9:30～12:30
●活動場所 緑丘公民館
（春日町５丁目１６－３）

Ｎo.２０ 再生封筒作り，バンク情報誌「TUNAGU（つなぐ）」の発送作業にご協力ください。
●活動場所 福山すこやかセンター２階地域ケア研修室（三吉町南２丁目１１－２２）
活動

活動日

活動時間

内容

再生封筒作り

６月５日（木）

10：00～11：30

封筒の型取り，糊付けやスタン
プ押し

バンク情報誌発送作業

６月１９日（木）

10：00～11：30

宛名シール貼りや情報誌を折
る作業，情報誌の封入作業
*早く終わった場合，再生封筒
作り

※協力いただける方は，当日直接，活動場所へお越しください。
傾聴ボランティア

Ｎo.２１

利用者の話し相手になってくださる方を募集しています。
【高齢者・施設】

福山市田尻町にあるエクセル鞆の浦では，利用者の話し相手をしていただけるボランティアを募集して
います。
●活動日時 ６月２１日（土）
13：00～14：00
●活動場所 エクセル鞆の浦
（田尻町４１１５）

※送迎があります！
（すこやかセンターへ
１２：３０にお越しください）

●募集人数 ５人

Ｎo.２２

作業を手伝っていただける方を募集しています。【通年】

軽作業を手伝うボランティア

障がいのある人たちの作業所「あいあい広場（福山市神辺町徳田 1848）
」では，一緒にスポーツや外出
など日中の活動をしていただけるボランティアを募集しています。作業所の職員が役割などを分担します
ので，どなたでも気軽に参加できる活動です。
●活動日時 ①第１，３土曜日 9：00～12：00
②第２，４土曜日 9：00～16：00
※(いずれも昼食有り)

Ｎo.２３

保護者がサロンに参加している間，子どもたちと遊んでください。
【託児・子ども】

ふくやま国際交流協会では日本語会話サロンに参加している間，子どもと遊んでいただけるボランティ
アを募集しています。
●活動日時 ６月７日（土）２１日（土）
12:30～16:30
●活動場所 市役所９階９２会議室
●募集人数 ２人
●駐車場

市営東桜町駐車場を利用ください。

Ｎo.２４

使い捨ての布をご提供ください。

福山市神辺町にある特別養護老人ホーム静方園では，清拭用の使い捨ての布を必要としています。
ご家庭で不要になった綿製品（タオル・シーツ・Ｔシャツ等）を洗濯後にご提供ください。

Ｎo.２５

子どもたちと関わっていただける方を募集しています。
【中学生・居場所づくり】

大学生，社会人で構成されている会（ななめの会）では，子どもたちが安心してすごせるような居場所
づくり活動を行っています。子どもたちが自主学習をする中で，一緒に問題を解いたり，一緒に遊んだり，
話をして関わっていただけるボランティアを募集しています。
●活動日時 毎週土曜日（5/24・31・6/7・14・21・28）14：00～16：30
16：30 からは終わりの会をします。
●活動場所 福山すこやかセンター（三吉町南２丁目１１－２２）

※事前に活動内容等の説明をします。
軽作業を手伝うボランティア

Ｎo.２６

利用者を楽しませていただける方，施設内活動をしていただける方を募集しています。

【高齢者・施設】
福山市水呑町にあるエクセル福山では，利用者を楽しませていただける（折り紙，手芸など）ボランテ
ィア，シーツ交換をしていただける方を募集しています。
※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。
（ⅰ）＜折り紙，手芸などのボランティア＞

（ⅱ）＜居室のシーツ交換＞

●活動日時 月曜日～土曜日（月１回～２回）

月曜日～金曜日（月１回～２回）

①10:00～11:00

①9:30～11:00

②14:00～16:00

②14:00～16:00

●活動場所 エクセル福山
（水呑町４４３３）
●募集人数 （ⅰ）１～２人，
（ⅱ）５～１０人

Ｎo.２７

利用者にリラックスの時間を提供しませんか？【高齢者・施設】

福山市神辺町に住む女性ボランティアさんが，部分・全身のもみほぐし・リフレクソロジー（足つぼ）
マッサージを提供できる高齢者施設を探しています。
是非，この機会をご活用ください！！
●活動日時 火曜日・金曜日 13:00～15:00
●活動場所 神辺町内限定の高齢者施設での活動が可能です。

Ｎo.２８

高齢者の女性に本を読む・編み物を教えていただける方を募集しています。

【傾聴ボランティア】
福山市津之郷町に住んでいる７０代の女性が，本を読む・編み物を教えていただけるボランティアを求
めています。活動は月１回～２回程度をお願いしたいのですが，協力いただける方と相談しながら決めて
いきます。
●活動費の支給 有（１回あたり５００円）

書き損じはがきはありませんか？
福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課では，
『書き損じはがき』を集めています。
皆さんの家庭に眠っている書き損じはがきがあれば，福祉のまちづくり課に持って来てください！
今回の募集で寄贈して頂いたはがきは，皆さんへの情報提供に使用します。
ご協力よろしくお願いします。

Ｎo.２９

イベントのボランティア・スタッフを募集しています。
【行事・会場運営等】

福山市松永町にある社会福祉法人芙蓉の家では，次の日程でフェスタを行います。イベント（模擬店・
ゲーム・荷物運搬・会場整備）にご協力いただける方を募集しています。
●活動日時 ７月１２日（土）
15:00～20:30（雨天決行）
※集合時間は 15:00 です。
●活動場所 社会福祉法人 芙蓉の家
（松永町６丁目１３―３）
●募集人数 １２人

Ｎo.３０ 子どもと一緒に活動してくださる方を募集しています。【小学生・子育て支援】
福山市引野町にある「ジョイナス福山引野」では小学生（１～５年生）と一緒にゲームや工作をしてい
ただけるボランティアを募集しています。
●活動日時 週１回（日程は相談ください。
）
15：00～19：00 の間の２時間程度
●活動場所 ジョイナス福山引野
（引野町２丁目２８－１０）

協力者募集Ｎo.４ 高齢者夫婦の室内の掃除にご協力ください。
福山市城北中学校区に住む,高齢者夫婦宅（いずれも７０才代後半）の室内の掃除にご協力いただける
方（できれば女性）を募集しています。
●活動日 毎月第２・４木曜日９：３０～（本人さんの希望です。変更もできます。
）
●活動時間 約６０分
●募集人数 １人
●活動費の支給 有（１時間あたり７００円）

※初めて訪問する時は,福山市社会福祉協議会の職員がご一緒して顔合わせします。

協力者募集Ｎo.５ 「居場所」に参加する子どもたちの送迎ボランティアにご協力ください。
福山市社会福祉協議会では毎週土曜日に「子どもたちの居場所」を開設しています。参加する子どもた
ちの送迎を行っていただける協力者を募集しています。
●活動日 毎週土曜日 12：30～14：00 と 16：00～17：30
●出発場所 福山すこやかセンター
●募集人数 ２人
（ローテーションを組んでいきたいと思います。一人概ね月に１回程度）
●活動費の支給 有（１回あたり２，０００円）
●その他 送迎の車両は福山市社会福祉協議会のワゴン車を貸し出します。

※但し,ご自身の車の方が都合の良い場合は送迎ボランティア保険に加入します。

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 福祉のまちづくり課
TEL ０８４－９２８－１３３３ FAX ０８４－９２８－１３３１

