
      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

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：2017.5.18 
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福山市ボランティア連絡協議会 加入グループの紹介 

子どもの遊び場・若者の居場所づくり「やわらか」 

 「やわらか」は，人がやさしく，やわらかな街づく

りを目指し，２０１６年に設立されました。現在は，

どんな家庭の子どもも参加できるよう参加費無料・事

前申込なしの「冒険遊び場モモパーク」を運営してい

ます。 

・開催日：隔週の土日 １０：００～１７：００ 

・活動場所：新涯第一公園（福山市新涯町１－４２） 

・コメント：詳しい日程は，チラシ，Facebook，ツイ  

 ッターをご覧ください。 

 子どもの居場所づくりに関心のある方の視察・見学 

 随時受け付けております。 

 お気軽にお越しください。 

 

 

あなたのまちの喫茶店風サロンの紹介 

駅家西学区 喫茶店風サロン「ばら」 

弥生ヶ丘団地は，団塊の世代の方が多く，住民

の方の多くが高齢者の仲間入りをされています。

今年で開設３年目を迎えるサロンは，『弥生ヶ丘 

プラチナくらぶ』のボランティアのメンバーが運

営されており，定年退職後、家庭内に閉じこもり

がちな男性に「プラチナの輝き」を取り戻す「繋

がりの場」を提供しようとオープンされたもので

す。百歳体操にはじまり，お茶をいただきながら

のおしゃべり会は，とてもにぎやかです。参加者

の男女比は半々で毎回２０～３０人の方が集まら

れています。「毎週月曜日の午前中はここで決ま

り！」と，楽しみにされています。 

う 

ボランティア全国フォーラム２０１７ 

～ボランティア・市民活動がより普及・定着するために～ 

２０１７年（平成２９年）１１月１８日（土）・１９日（日），ボランティアの全国大会が福山市を中心に

開催予定です。 

開催に合わせ，ボランティア全国フォーラム２０１７公式 Face bookを始めました。大会の内容や備後圏

域の魅力などの情報を発信していきます。 

 

 

社協ホームページよりアクセスできますので，ぜひご覧く

ださい。 

←体操で気持ち良い

汗！いいですね 

開催日時：毎週水曜日 

１０：００～１２：００ 

場所：弥生ヶ丘老人集会所 



 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．４ 車いすの介助をお願いします 

 緑町公園ばら花壇へ，高齢者施設の入所者を招待します。その際の車いすの介助をしてくれるボランテ

ィアを募集しています。施設職員も一緒に来るので，介助の手伝いをお願いします。 

                                （依頼団体 福山市公園緑地課） 

■活動日時 ６月１日（木） 

      １３：００～１５：００（集合時間１２：００）※事前打合せがあります 

■活動場所 緑町公園ばら花壇（福山市緑町９－５） 

■募集人数 ５人 

■募集締切 ５月２５日（木） 

 

一芸ボランティアの活動紹介  ◆「ほほえみ一座」◆ 
 

先月ほほえみ一座が行った活動にお邪魔させていただ 

きました。外からでも感じられる素敵な音色と歌声に誘 

われて会場へ入ってみると！そこには,大正琴の演奏が流 

れる素敵な空間が広がっていました。曲の演奏に合わせて 

参加者は手拍子や一緒に歌うなど思い思いに楽しんでいる 

ようでした。日本舞踊の美しい踊りにうっとりと見入り， 

フラダンスは素敵な笑顔につられて，見ている方も自然と 

笑顔になりました。 

南京玉すだれ，銭太鼓，カラオケ，鳴子踊り，フラダン 

スと続いていき，全部で 15演目行われました。まさに圧巻 

の一言です！ほほえみ一座はそろいの衣装で，それが演技 

に輝きを増しているのだなと感じました。 

鳴子踊りの衣装で目玉の位置を頭巾にするアイデアは参 

加者から歓声が挙がっていました。また，次回の活動場所 

にもぜひお邪魔したいです。 

 

ほほえみ一座は施設・地域活動・いきいきサロン等で活動をしています。講演依頼をお待ちしております。 

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

ボランティア募集ＮＯ．３ 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 ６月 ６日・１３日・２０日・２７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 

 

 

 



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 

６月 ６日（火）１３：３０～１５：１５ 
東部市民センター ３～ 

１０ 

保護者が受講している間，乳

児（４～８か月）の託児 ６月２１日（水）１３：３０～１５：１５ 
福山すこやかセンター 

うさぎサークル 
６月 ９日（金）・１４日（水） 
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 
６月 ２日（金）・１６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 
６月 ９日（金）・１６日（金）・２３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 

きりんサークルⅠ 
６月１６日（金） 
９：３０～１２：３０ 西部市民センター 

ボランティア情報誌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 

ボランティア情報誌 

発送作業 
６月１５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） 

■ 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。 

 

 

 

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。 

 

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＋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 ６月２８日（水） 折り紙でつくる「ぴょん かえる」  

     ７月 ５日（水） 木工「コースターの下絵」    

■場 所 福山すこやかセンタ－ ２階 ボランティアセンター   いずれも１０：００～１１：３０ 

■定 員 各８人（電話での申し込みが必要です。定員に達しましたら抽選を行います。） 

※初めて応募される方を優先して受付を行います。                     

■持参物 ◎折り紙：おりがみ（包装紙も可），はさみ，ボンド，えんぴつ，さし，へら ◎木工：軍手 

■服 装 汚れても良い服装。  ■参加費 無料。持参物の準備をお願いいたします。 

※“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。 

予告なく開催内容を変更する場合があります。あらかじめ，ご理解のほどよろしくお願いいたします。 



 

 

 
 

 

 

 

 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２６３」（６月１５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，６月２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，６月１３日（火）午前中まで にご持参ください。 

ふくやまアートフレンドよりお知らせ 

福山市内で活動しているボランティアグループさんの問合せ・依頼申込先が変更に 

なりました。 

■活動内容 施設利用者等と一緒にパステルアートを作製する。 

■問合せ・依頼申込先 【orie235349@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．６ 高齢者の話し相手になってください 

 

 一人暮らしの５０歳代男性が話し相手になってくれるボランティアを募集しています。 

■活動日時 週１回程度 １０：００～１１：００か１４：００～１５：００ 

■活動場所 すこやかセンター（福山市三吉町南２－１１－２２） 

■募集人数 １人  

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．５ 高齢者の話し相手になってください 

 

 施設で生活されている９０歳代女性の話し相手になってくれるボランティアを募集しています。活動し

ていて困ったことがあったら，施設の職員へ相談できるので安心して参加できる活動です。 

                       （依頼団体 介護付有料老人ホーム里の家あけぼの） 

■活動日時 週１回程度 １４：００～１５：００ 

■活動場所 介護付有料老人ホーム里の家あけぼの（福山市曙町４―８－１０） 

■募集人数 １人（できれば女性） 

 

 

 

コミュニティー広場 ≪愛ＬＯＶＥふくやま≫訂正文お願い 

先月号に載せていた記事に間違いがありました。お詫びして訂正させて頂きます。 

          間違い 

・市民病院で販売もしています。 

・活動日：毎月第２・３・４ 火曜日 １３～１６時 

・月会費：１，０００円 

 

 

           正しい 

・市民病院で寄付もしています。 

・活動日：毎月第２・３・４ 金曜日 １３～１６時 

・月会費：１，０００円 

（★毎回，参加者全員でコーヒーを頂いています。） 

 



 

福山市視覚障害者地域活動支援センター 

登録支援ボランティア募集 

 
■目的 

  視覚に障がいのある方の自立と社会参加への支援をしていただけるボランティアを募集し，支援センターの

行う事業が円滑に出来る環境の整備を目的とする。 

■主催 

 社会福祉法人 広島県視覚障害者団体連合会 福山市視覚障害者地域活動支援センター 

■活動内容 

 センター主催の事業に関わる活動支援，その他所長が認めた事業に関わる活動支援 

■活動場所 

 福山市視覚障害者地域活動支援センター内，およびセンターの行う事業の場所 

■対象者 

 視覚障害者へのボランティア活動に関心のある人 

■その他 

 支援の可能な事業例 

・ガイドヘルパー ・点字サポート ・パソコンサポート 

・生花サポート    ・茶道サポート ・音楽指導（歌，楽器等） 

・料理指導    ・化粧相談   ・スポーツ介助 

・朗読      ・話し相手   ・手芸（折り紙等） 

・その他（趣味・特技） 

申し込み，問い合わせ先 

                  福山市視覚障害者地域活動支援センター 

 ＴＥＬ ０８４－９２５－４０６８ ＦＡＸ ０８４－９４４－３２２２ 

            ※土曜・祝日は休所日 

 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 
各義援金の受け付け期間が延長されました！ 

 
  １．東日本大震災義援金 

取扱期間  ２０１８年(平成３０年)３月３１日（土）まで 

   ２．平成２８年熊本地震災害義援金 

取扱期間  ２０１８年(平成３０年)３月３１日（土）まで 

   ３.平成２８年新潟県糸魚川市大規模火災義援金 

取扱期間  ２０１７年(平成２９年)６月３０日（金）まで 

 

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 

 

 

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 



 

 

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 

 

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。 

      

松田 登志子さん   ＜主な活動＞ 

           子どもに関わるボランティア        

                      

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A 子どもに係る関係の仕事をしていました。 

   今までの仕事の恩返しのつもりでボランティアを始めたのがきっかけです。 

Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A 様々な世界を勉強できることです。自分が知らないことが沢山ありました。自分が経験した事のないこ

とが想像していた以上にあり，勉強になりました。参加しているボランティアの方に，知らないことを

訪ねると教えてもらえる！と，言う楽しみがあります。まだまだ，色々なことが知りたくなりました。

知らないことを知ることは本当に楽しいです。知らない世界に自分が入っていける楽しさがあります。 

 

 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 構えず自分ができることをしてみてください。日常生活で自分にできることを無理せず背伸びしないで

気軽に参加してみてください。 

    

 

 

石村 由美子さん  ＜主な活動＞ 

             御幸学区いきいきサロンボランティア代表  

                        

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A  町内会の福祉委員をしている時に，御幸学区の門井さんに地域 

の居場所づくり「いきいきサロン」をしてみないかと声を掛けられ，サロンを始めました。 

 

  Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A  ボランティアをしていて，一歩下がるということを学びました。月１でも話す機会があれば，地域の

方々と深いつながりができます。 

 

Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひと言 

 A  ボランティア活動をしなくてはと身構えるのではなく，気軽に始めてみてはいかがですか？ 

 

 

 

 

 

第４弾！ 


