
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福山市ボランティア連絡協議会 加入グループの紹介 

◆福山おやこ劇場 人形劇団「キャッツ」◆ 

「キャッツ」は１９９０年福山おやこ劇場の専門部 

として設立しました。今年結成から２７年目に突入します！ 

これからも人形劇団「キャッツ」をよろしくお願いいたします。 

 

活 動 日 毎週火・金曜日 ９：４５～１２：００ 

活動場所 主に多治米公民館・川口公民館 

 

コメント 

ただ今「キャッツ」では会員を募集しております！  

小さな子から大人まで様々な方とかかわることが 

出来る楽しいところです。年間通して活動に参加 

できる方，まずはお電話してください。お待ちしております！      ↑練習風景をご紹介します！ 

また，公演依頼をお待ちしております。高齢者施設や公民館，保育園などで活躍中です。 

※公演は原則有料でおこなっております。 

◆問い合わせ 社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 928－1333 までお気軽にお電話ください。◆ 

 

 

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） 

●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 ０８４－９２８－１３３３ FAX ０８４－９２８－１３３１ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 

編集・発行 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課（ボランティアセンター） 

発行日：2017.3.16 
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あなたのまちの喫茶店風サロンの紹介 

蔵王学区５区「あそび会」 

 今年度開設の喫茶店風サロン「あそび会」は，少し

山寄りの小高い場所にある集会所で，いつでもおいで

といった雰囲気で，手作りの看板が出迎えてくれま

す。 

代表者は「みんなが集まれるところがあればいい」と

いう周囲の言葉を聞き，サロンを始められました。今

後は近隣の保育園との交流も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

開催日時：毎週水曜日 10:00～15:00 

参加費：100円 場所：蔵王町五区西倶楽部 

喫茶店風サロン・・・地域の集会所などにおいて，定期的に

決まった時間，週１回以上一時的にその場所を喫茶店として

ボランティアが運営する地域の居場所です。 

福山市ボランティア連絡協議会 加入グループの紹介

◆えほん見楽る（えほんみらくる）◆ 

えほん見楽るはその名の通り「見て楽しい絵本の不

思議（みらくる）」な魅力をお届けいたします！ピア

ノ演奏の中，参加者が読み手と共に大きな掛け声を出

せば，会場はたちまち絵本の世界に引き込まれていき

ます。みんなが夢中になること間違いなし！ 

 

活 動 日 不定期 福山市内で読み聞かせ実施中 

活動場所 不定期  

コメント 

私達は現在，市内書店にて定期巡回読み聞かせ，高齢

者施設（デイサービス等）や公民館でのおはなし会、

未就園児へ読み聞かせなど様々な場所で活動してい

ますので，福山市内で見かけたらよろしくお願いいた

します。私達は活動依頼をお待ちしております！ 

    



 

 

ＴＵＮＡＧＵに掲載の活動に参加希望の方は，福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターへ 

ご連絡ください。 

ボランティア募集ＮＯ．８３ 発達に課題のある子どもさんと一緒にプールで遊んでください 

継続募集 

発達に課題のある子どもたち（就学前）が通う施設「草笛学園」では，週に 1 回子どもたちとプール

へ一緒に入ってくれるボランティアを募集しています。施設職員も一緒にプールに入り指示しますので，

安心して活動ができます。（泳げなくても大丈夫です。）           （依頼団体 草笛学園） 

■活動日時 ４月１１日・１８日・２５日（火） 

１４：００～１５：００ 

■場  所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15） 

■募集人数 ２人 

■持 参 物 水着・水泳帽子・バスタオル 

■そ の 他  継続して定期的にご参加いただける方を希望します 

 

 

 
ボランティア募集ＮＯ．８４ 施設を訪問します！ 

 

福山市内で活動しているボランティアグループさんが，一緒にパステルアートを楽しめる施設を探し

ています。                       （依頼団体 ふくやまアートフレンド） 

■活動日時 月曜日～日曜日 いつでも 

■場  所 福山市内ならどこでも 

■活動内容 パステルアートを作製します。（材料費が必要になります）  

■申込方法 【０
ゼロ

wa5574938 x
エックス

 5w2d@ezweb.ne.jp】 

          ※こちらのアドレスへ直接，申込をしてください。折り返し連絡いたします。 

       パソコンからは届かないことがあります。申込から２日経っても返信がない場合は，社協へ 

       連絡してください。 

 

 
ボランティア募集ＮＯ．８５ 「子どもの居場所」における送迎ボランティア募集 

 

毎週土曜日に実施している「子どもの居場所」に通ってくる子どもたちを送迎していただくボランテ

ィアをつぎのとおり募集します。               （依頼団体 福山市社会福祉協議会） 

■活動日時  毎週土曜日 １２：３０～１３：３０・１６：３０～１７：００ 

      （毎週，月２回，月１回等ボランティアさんの都合のつく日で活動可能です） 

■送迎場所  行き：子どもの集合場所  → 福山すこやかセンター（福山市三吉町南） 

       帰り：福山すこやかセンター→ 子どもたちの集合場所 

      （ボランティアさんのできるだけ近い地域の参加者を選びます） 

■車両等   基本的にボランティアさんの自家用車を利用していただきます。搭乗者の事故対応のた

めに「移送サービス総合補償」に加入します。掛金は社協が負担します。 

■募集人数  ２人 

■活動費   実費を補償するため，片道１，５００円を支給します 

ご協力いただける方の連絡先 

                            福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 

                            電話 ０８４－９２８－１３３３  

 



 

 

２０１７年度(平成２９年度) 

ボランティア活動保険の加入申し込み受付を開始しています！ 
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２０１７年度ボランティア活動

保険の加入受付を開始しました。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 ３５０円 天災タイプ A ５００円 

基本タイプ B ５１０円 天災タイプ B ７１０円 

 ●補償期間 ２０１７年（平成２９年）４月１日 午前０時～ 

２０１８年（平成３０年）３月３１日 午後１２時まで  

●問合せ・加入受付先 福山市社会福祉協議会  

福祉のまちづくり課 電話（０８４） ９２８－１３３３ FAX（０８４） ９２８－１３３１ 

    新市事務所     電話（０８４７）  ５２－５１１５ 

    沼隈内海事務所   電話（０８４） ９８０－７７２２ 

    神辺事務所     電話（０８４） ９６３－３３６６ 

    松永事務所     電話（０８４） ９３０－４１１０ 

    東部事務所     電話（０８４） ９４８－０７６６ 

 

ボランティア募集ＮＯ．８６ バザーの手伝いをお願いします 

指定地域密着型生活介護施設「オリーブハウス蔵王」では，地域の多くの方々とのふれあいを願い，

バザーを開催します。ふれあいバザーの手伝いをしてくださる方を募集しています。                                  

（依頼団体 オリーブハウス蔵王） 

■活動日時 ４月２日（日） １３：３０～１６：００（集合時間１３：００） 

■場  所 オリーブハウス蔵王（福山市南蔵王町５丁目２２－３） 

■活動内容 バザーの手伝い（体験コーナー（ミニ盛り花，お抹茶，高齢者疑似体験），バザー，フリ

ーマーケット，模擬店，ゲーム等のいずれか）  

■募集人数 ６人 

■申込締切日 ３月２４日（金）  

 

 

 
参加者募集中！ボランティア・アドバイザーによる“楽々”小物づくり教室＋カフェ 

ボランティア・アドバイザーによる“楽々”小物づくり教室＋カフェ。みなさんも，小物を作りなが

らボランティアについておしゃべりしてみませんか。 

■日 時  ４月 ５日（水） 木工小物入れ作り（３段の小さい箱） 

      ４月２６日（水） 折り紙で作るかぶと 

      ５月２４日（水） 折り紙で作るあじさい いずれも１０：００～１１：３０ 

■場 所  福山すこやかセンタ－２階ボランティアセンター 

■定 員 各１０人（申し込みが必要です）                     

■参加費 無料 

■服装  ４月５日（水）は汚れても良い服装，軍手を持参してください。 

 

※“楽々”小物づくり教室＋カフェは毎月第１，４水曜日に開催しています。 

料金が変更に

なっています 



子ども好きの方，ご協力ください！！（定期開催 託児ボランティア） 

活動名 
日   時 

場   所 

募集 

人数 
内   容 

離乳食講習会 

４月１９日（水）１０：００～１１：４５ 
福山すこやかセンター ３～ 

１０ 

保護者が受講している間，

乳児（４～８か月）の託児 ４月１９日（水）１３：３０～１５：１５ 

福山すこやかセンター 

うさぎサークル 
４月１２日（水）・１４日（金） 

９：３０～１２：３０ 
東部市民センター 

１～ 

  ３ 

子どもと保護者が活動し

ている間，一緒に来ている

兄弟姉妹（０歳）の託児 

ぱんだサークル 
４月１４日（金）・４月２１日（金） 

９：３０～１２：３０ 
駅家コミュニティセンター分館 

こあらキッズ 
４月１４日（金）・２１日（金）・２８日（金） 

９：３０～１２：３０ 
福山すこやかセンター東館１階プレイルーム 

ボランティア情報誌・福祉だより「ほほえみ」の発送作業をお手伝いください。 

社会福祉協議会では，ボランティア情報誌の発送作業，福祉だより「ほほえみ」の封入作業にご協力いただけ

るボランティアを募集しています。どなたでも気軽に参加できる活動です。 

活 動 活動日 活動時間 内 容 

再生封筒作り， 

使用済インクカートリ

ッジの発送作業 

４月 ６日（木） 10：00 ～ 11：30 

・封筒の型取り，のりつけやスタンプ押し 

・使用済インクカートリッジの仕分け 

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２－１１－２２） 

ボランティア情報誌 

発送作業 
４月２０日（木） 10：00 ～ 11：30 

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシを折る，

宛名シールを貼る，封入する等の簡単な作業 

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２－１１－２２） 

福祉だより「ほほえみ」

封入作業 
５月２５日（木） 10：00 ～ 11：30 

封筒のサイズに合わせて福祉だよりを折る，封入

する等の簡単な作業 

活動場所 福山すこやかセンター２階地域ケア会議室（三吉町南２－１１－２２） 

■ 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。 

 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２６１」（４月２０日発行予定）へ 記事掲載依頼・ボランティア

募集依頼希望のグループ・団体は，４月７日（金）午前中まで にご連絡ください。 

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，４月１８日（火）午前中まで にご持参ください。 

 

◆熊本地震災害義援金・平成２８年台風１０号等災害義援金 受付中◆ 

２０１６年４月１４日に発生した熊本県地震によって被害を受けられた被災者，８月に発生し

た台風１０号に伴う大雨により大きな被害を受けられた岩手の方々を支援するための義援金を

受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額被災された皆様にお届けいたします。皆様の

温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

義援金の受付・お問合せは， 

福山市社会福祉協議会 福祉サービス課 電話：084－928－1334・FAX：084－928－1331 まで 

 



 

第２弾！ 

こんにちは！ボランティアさん♪ 

 

ボランティアのつながりは地域のつながりを支えていく 

 

 

 

 今回は様々な分野で活躍中のボランティアさんに，気軽に楽しくボランティア活動をするためのコツを教えていた 

だきました。 

      

 羽原 善栄さん   ＜主な活動＞ 

           福祉を高める会会長等        

                      

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A １）子ども会活動をしながら，「これからの蔵王はどうなるだろう？」と考えるようになりました。 

   ２）自分に何ができるだろう？⇒「どげんかしたい」（宮崎の方言） 

   ３）世代の交流にて様々な体験・ふれあい・奉仕活動を通し，地域のネットワークを広げてみたい。 

    ・子どもたちの創造性・自主性・協調性を育みたいと思うようになった。 

   ※地域の方々と色々な体験・経験を通して，多くの思い出を作ってほしい。 

    そして，「いつか生まれ育った故郷に帰って欲しい」との願いからです。 

    ジュニアボランティア「わくわく塾」を創設し１９６６年から７年間活動しました。 

            

Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A きっかけは，自分の為にさせていただく思いからでした。 

   結果的に人の為につながっていきました。多くの人とのつながりを通して学ぶことが多く，自分が 

成長している事に気付きました。 

  

Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひとこと 

A 「世の為，人の為に何かしたい」との意気込みでされると「重荷」になるかと思います。 

  「できる事を，できる時にさりげなく」してほしいと思います。 

    

山口 知江子さん  ＜主な活動＞ 

             要約筆記ボランティア 

             託児ボランティア等      

                    

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A ５年前，仕事を退職し自分の人生を振り返った時にお世話になった周囲の方達に何ができるかなと 

思い，まずはやってみようと始めたのがきっかけです。そして初めて参加したのが，託児ボランティ

アです。 

 

  Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A  自分が今まで知らなかった世界の人と知り合い，沢山の仲間や同じ志を持った人とつながれたことで

す。ボランティアをすることによって，相手に喜んでもらえることも魅力の一つです。自分の活動の

活力にもなります。 

 

Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひとこと 

 A ボランティアと聞くと，特別なことと思われますが，近所の人と話すこともボランティアの一つだと

思います。 

   ボランティアは特別なことではありません。自分のできる身近なことから始めてみてはいかがです

か？ 

 

 

 

 



 

 

 小，中学校等での福祉体験学習にサポーターとして一緒に取り組んでいただける 

メンバーを募集しています！ 

 詳細は，ボランティアセンターまでお問合せください。 

 

福祉体験学習を応援する 

 

 ボランティアセンターでは，福祉教育や様々な福祉体験学習のために，各種機材を揃えていま

す。ご利用にあたっては，事前の予約が必要です。 

 

内容 数 

車いす普通用 

（介助・自走可）のスタンダードなタイプ 

１８台 

アイマスク ２０枚 

点字盤 ３０台 

高齢者疑似体験セット S ４セット，M ８セット，L ４セット 

白杖 １０本 

 

福祉体験学習について希望されるみなさまへ 

１．福祉体験学習等のお申し込みは３ヶ月前までにご相談ください。それ以降になりますと調整，

対応が難しくなる場合があります。 

 ※５～６月は申し込みが集中します。早めにご相談ください。 

  状況によっては，ご依頼に添えない場合もあります。 

２．物品（車いすなど）の運搬は，各自でお願いします。 

３．福祉体験学習等を実施する際は，事前の打合せやコースの下見を行わせていただきます。 

４．事前の打合せの際には，体験学習に関するプログラムの資料等を参考までにお知らせくださ

い。 

 

申し込み先  社会福祉法人福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 

電話：０８４－９２８－１３３３ ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１ 

市内の小・中・高等学校等からの「福祉学習をしたい」や「ボランティアについて学習したい」などの相

談について，学年や実施時期，学習のねらい等をお伺いしたうえで，効果的な学習となるよう，ボランティ

アセンター担当者・地域等で活躍する様々なボランティア活動者が企画づくりをサポートします。 

体験学習を通して社会にはいろいろな立場の人がいることを学び，共に生きていくことの大切さを知る，

子どもたちの豊かな心の育ちにつながる授業のお手伝いをします。 

 



福山市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク（SOS ネット）にご協力をお願いします！ 

① 家族等が徘徊のおそれのある高齢者等のＳＯＳ事前登録を行います。 

② 家族等から警察署に行方不明者（高齢者等）の捜索依頼を提出します。 

  ＳＯＳネット事前登録者は，その旨を警察署に伝えます。 

③ 警察署からＳＯＳネット事務局（福山市社会福祉協議会）に行方不明者の情報が入ります。 

④ ＳＯＳネット事務局から「行方不明者探し依頼書」をもとにメール配信を行います。 

⑤ 行方不明者発見の場合は，発見者から警察署に連絡が入り，警察署からＳＯＳネット事務局へ， 

  行方不明者発見の連絡が入ります。 

⑥ ＳＯＳネット事務局から，行方不明者発見のメール配信を行います。 

※ＳＯＳネット事務局は，必要に応じＳＯＳネット連絡会議にて助言等をもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤
発
見
連
絡 

←行方がわからなくなったら， 

まずは，警察署！ 

ＳＯＳネット事務局 

（福山市社会福祉協議会） 

家族・住民 

行方がわからなくなった 

福山東・西・北警察署 

 

 

 

①行方不明届 

②情報提供 

③協力呼びかけ 
 福山市メール 
 配信サービス， 
 メール配信 

④
発
見
・
保
護
の
連
絡 

⑥
発
見
報
告 

 

メール配信（平日の８：３０～１７：１５まで）  
 ＳＯＳネット事務局→福山市内の地域包括支援センター，福山市高齢者支援課 

※福山市メール配信サービスより詳しい情報(パスワード付) 

福山市メール配信サービスによる配信（年末年始を除く日の８：３０～１７：１５まで）  
メＳＯＳネット事務局→福山南ライオンズクラブ，タクシー会社，認知症の人と家族の会， 
            エフエムふくやま，福山市福祉を高める会連合会， 

福山市連合民生・児童委員協議会，市民登録者 

●福山市高齢者徘徊ＳＯＳネットワークに関するお問い合わせは● 
ＳＯＳネット事務局［福山市社会福祉協議会］ ℡：０８４－９２８－１３３３ 

住所：福山市三吉町南二丁目１１番２２号 福山すこやかセンター内 

 

事前登録 

 

ＳＯＳ 
ネット 
連絡会議 

・
助
言
等 

運
営
等
の
情
報
共
有 

情
報
提
供 

※シールの配布 

フェイスブック配信 
 
 ＳＯＳネット事務局→エフエムふくやまフェイスブック 

協力者・協力団体 

ぜひ登録をお

願いします！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対  象 ： 市内に居住、又は勤務場所があり、初めて手話を学ぶ方 

定   員 ： 各会場３０人 

費   用 ： ３，５００円〔テキスト（ＤＶＤ付）代等〕 

申込方法  ： 電話、FAX又は郵送で、講座名（講座番号）・住所・ 

名前・電話番号をお知らせください。 

申込期限  ： 定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

 

●主   催  社会福祉法人福山市社会福祉協議会 

●講   師  福山市手話講師団 

(ＮＰＯ法人福山ろうあ協会・手話サークルとんど・芦の会・ゆびこみ) 

●申し込み先  社会福祉法人福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 

〒７２０－８５１２ 福山市三吉町南２－１１－２２ 

電話：０８４－９２８－１３３３ ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１ 

講座番号 場  所 講座の日程（全２０回） 曜日と時間 

1 
東部市民センター 

（伊勢丘） 
４月１３日～９月 ７日 

毎週木曜日 

19：00～21：00 

2 
かんなべ市民交流センター 

（神辺町） 
４月１２日～８月３０日 

毎週水曜日 

19：０0～21：00 

3 
西部市民センター 

（松永町） 
４月１３日～９月 ７日 

毎週木曜日 

19：00～21：00 

4 
福山すこやかセンター 

（三吉町南） 
４月 ７日～９月１５日 

毎週金曜日 

19：00～21：00 

5 
北部市民センター 

（駅家町） 
４月 ７日～９月 ８日 

毎週金曜日 

19：00～21：00 

6 
北部市民センター 

（駅家町） 
４月１１日～８月２９日 

毎週火曜日 

10：00～12：00 

7 
福山すこやかセンター 

（三吉町南） 
４月１０日～９月１１日 

毎週月曜日 

10：00～12：00 

8 
福山労働会館 みやび 

（南蔵王町） 
４月１０日～９月 ４日 

毎週月曜日 

14：00～16：00 

 


