
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：2017.7.20 
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ふれあい・いきいきサロンボランティア研修会 

ｉｎ沼隈町を開催しました 

 福山市内には，たくさんの「ふれあい・いきいきサ

ロン」が地域のみなさんの力で運営されています。今

回，福祉を高める会小７ブロック・小９ブロックを対

象にボランティアの方向けの研修会を 6/22，29（木）

に開催しました。サロンは，住民である当事者とボラ

ンティアとが協働で企画し，共に運営する楽しい仲間

づくりの活動として広がってきました。地域の人間関

係が希薄化している今，住民同士のつながりづくりの

場，閉じこもりの予防など大きな効果をもたらしてい

ます。 

一芸ボランティアとして活動を行っている 

マンドリン・ギターアンサンブル ザ・ひまわり 

は，訪問を行える施設を探しております。 

 

私たちは最大１６人での活動を行っています

が，８人からの演奏も可能です。季節に合わせた，

みんなでうたえる歌を選んで毎回演奏曲を決めて

います。個々での出張は行っておらず，アンサン

ブルのみで依頼を受けています。 

 

部員募集中！経験者はもちろん初心者大歓迎です

が，活動するための楽器は自分で購入して頂きま

す。初めての方には指導も行っています。 

 

詳しくは福山市社会福祉協議会 福祉のまちづく

り課までご連絡ください。 TEL:084－928－1333 

 

夏です！サマー・スクールが今年もはじまります 

 ８月１日から始まります「サマー・スクール」も２００３年８月から始めて，今年で１４年目を迎えます。夏

休みに家に閉じこもりがちになる「発達に課題のある児童」と中学・高校生等の学生ボランティアが，プールで

遊んだり，カレーを作ったり，DVD 観賞をしたり，兄弟姉妹のようになって一緒に遊びます。（今年は５日間開

催）サマー・スクールに参加された児童の保護者のみなさまからは，「子どもが毎年楽しみにしている」と大好評！ 

 子ども達と学生ボランティアの楽しい夏はもうそこまできています。 

→毎年好評のサ

マー・スクール

の様子 

TEL:084－928－1333


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．１５ 高齢者の話し相手になってください 

（依頼団体 包括支援センター南本庄） 

８０歳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。           

■活動日時 相談しながら日程を決めます。 

■場  所 福山市木之庄町にある，８０歳女性の自宅 

■募集人数 １人 

■そ の 他  ・８０歳女性は絵手紙，絵，短歌が好きです。 

      ・初回は包括支援センター南本庄の職員が同行します。 

      ・駐車場あり。 

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．１４ 散歩の同行をお願いします 

（依頼団体 ゆめの杜居宅介護支援事業所） 

７２歳女性が散歩の同行をしてくれるボランティアを募集しています。                     

■活動日時 午前，午後どちらでも ３０～６０分程度（日程は火・金曜日以外） 

■場  所 福山市東深津町の自宅周辺 

■募集人数 １人～２人 

■そ の 他  初回はケアマネージャーが同行します。   

      交通費の支給は難しいので，できれば近隣にお住まいのボランティアさんでお願いします。 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．１３ 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                                （依頼団体 草笛学園） 

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，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。）                 

■活動日時 ８月２９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 

 

 

 

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 

 

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。 

 

■活動日時  ８月２３日（水） 折り紙でつくる「ねこ」 

       ９月 ６日（水） 木工「コースターのやすりがけ」 

■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。 

やむを得ず開催内容を変更する場合がありますが，ご了承ください。よろしくお願いいたします。 

ボランティア募集ＮＯ．１７ 夏休みの間,子どもたちと一緒に遊んでください 

（依頼団体 放課後等デイサービスウィズ） 

 発達に課題のある子どもたちが通う「放課後デイサービス ウィズ」では子どもたちと一緒に楽しくお

出かけしたり，遊んだりしてくれるボランティアを募集しています。 

 

■活動日時 ７月２２日（土）～８月３１日（木） １３：００～１７：００ 

■場  所 放課後デイサービス ウィズ（福山市新涯町４－７－１３） 

■募集人数 ２～３人 

 

ボランティア募集ＮＯ．１８ 施設を訪問します 

 男性の一芸ボランティアが,バナナの叩き売りの口上を行なえる施設を探しています。 

聞いていると楽しくなる口上を施設に響かせてみませんか？ 

■その他  バナナの実費は施設負担となります。 

詳しくは社会福祉協議会 福祉のまちづくり課（084-928-1333）までご連絡ください。 

  

       

 

 

ボランティア募集ＮＯ．１６ 託児のボランティアをお願いします 

再掲                  （依頼団体 市民局まちづくり推進部 人権・生涯学習課） 

 

人権・生涯学習課が「２０１７市民平和のつどい・第６３回市民平和大会」を開催します。その大会 

の間，参加者と一緒に来られた子どもたちの託児ボランティアを募集しています。 

■活動日時 ８月８日（火） １２：５０～１６：００ 

■場  所 ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）第１会議室（福山市松浜町２－１－１０） 

■活動内容 参加者と一緒に来られたお子さんの託児ボランティア 

■募集人数 ２人 

■そ の 他   毎年行われている大会です。動きやすい服装とエプロンの持参をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

８月１６日（水）１３：３０～１５：１５ 
福山すこやかセンター ３～ 

１０ 

人 

保護者が受講している間，乳

児（４～８か月）の託児 
８月２５日（金）１３：３０～１５：１５ 
北部市民センター 

うさぎサークル 
８月１６日（水）・１８日（金） 
９：３０～１２：３０ 東部市民センター 

１～ 

  ３ 

人 

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 
８月 ４日・１８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 
８月 ４日（金）・１８日（金）・２５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 
８月１８日（金） 
９：３０～１２：３０ 西部市民センター 

 

ボランティア募集ＮＯ．１９ 高齢者の話し相手，散歩の同行，掃除をお願いします 

（依頼団体 ありがとうグループホーム） 

 ありがとうグループホームでは高齢者の話し相手，散歩の同行，掃除のボランティア（職員とともに施

設設備の掃除）をしてくれるボランティアを募集しています。 

 

■活動日時 月に１回程度 １０：００～１５：００のうち１時間程度 

■場  所 ありがとうグループホーム（福山市春日町浦上１２０５） 

■募集人数 ３～５人 

■そ の 他  身体介助はありません。 

 

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．２０ スポーツ大会のボランティアをお願いします 

（依頼団体 社会福祉法人 創樹会 福山六方学園） 

 社会福祉法人 創樹会 福山六方学園では広島県東部地区親善スポーツ大会のボランティアを募集して

います。主に運営補助（審判・点数つけ・物品運び等で当日役割が分かります）をして頂きたいです。 

 

■活動日時 ９月１７日（日）９：００～１５：００（雨天中止）※９：００から事前説明を行います。 

■場  所 竹ヶ端運動公園 陸上競技場   

■募集人数 １０人 

■締め切り ８月１０日（木）までにご応募ください。 

■そ の 他  お弁当がでます。服装は動きやすい服（ジャージ等）。水分をご持参ください。 

      雨天時連絡のために連絡先をお伺いします。 

 

 

 

 



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 
８月１７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。 

 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２６５」（８月１７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，８月４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，８月１５日（火）午前中まで にご持参ください。 

 

視覚障がい者むけ音声パソコンボランティア（パソボラ）の活動をしてみませんか？ 

                           主催 福山市視覚障害者地域活動支援センター 

 

＜とき・ところ＞ 日 程 2017年８月２日(水)～201７年８月３0日(水)（全４回） 

  午前（１０時～１２時） 午後（１３時～１５時） 

第１回 ８/ ２（水） ３階 会議室 １ ３階 会議室 １ 

第２回 ８/ ９（水） ２階 セミナールーム ３階 会議室 ２ 

第３回 ８/２３（水） ２階 セミナールーム ３階 会議室 １ 

第４回 ８/３０（水） ２階 セミナールーム ２階 セミナールーム 

 

  内    容 音声ソフトを使用しながら，マウスを使わないキーボードでのパソコン操作を学ぶ。 

講    師 岩崎 周市（いわさき しゅういち） 

アシスタント 視覚障害者パソコンサポートサークルすずらん 

対    象 基本的なパソコン操作ができ，受講後継続して活動できる人 

申込み締切日 ２０１７年７月３１日（月） 

 

申込み・問い合わせ先 

 福山市視覚障害者地域活動支援センター 担当 村上  電話 ０８４（９２５）４０６８ 

〒720－0815 福山市野上町 3－15－7   E-mail bwz10528@eye-fukuyama.jp 

開所時間 午前９時～午後５時３０分  土曜・祝日休所                          

 

この講座は，音声パソコンボランティアとして視覚に障がいをもたれている方々をサポートする上での姿勢

を学び，音声ソフトを導入したパソコンでのキーボード操作などの必要なスキルの習得を目指しています。

パソコンを活用できるようになると，メールを使ってコミュニケーションをとるなど自らおおくの情報に触

れることができ，情報障がいの克服にとても役立ち，ＱＯＬの向上につながります。視覚障がい者の生活を

より良くするサポートをしてみませんか。ご自身のパソコン操作のスキルアップにもつながります。ご興味

のある方はぜひご参加ください。 

mailto:bwz10528@eye-fukuyama.jp


 

 
市民が支える後見活動 2017 年度「市民後見人養成講座」 

 認知症や障がいで判断能力が十分でない人の生活を支える「市民後見人」の養成講座を開催します。 

 社会貢献活動に意欲と熱意のある方の応募をお待ちしています。 

 

とき・ところ 

 (1)日 程 2017 年 11 月 11日(土)～2018 年 2 月 10 日(土) 

       上記の内の 11 日間で基礎講座 7日間，実務研修 4 日間 

        ※別途，3 施設での施設体験実習あり 

 (2)場 所 福山すこやかセンター(福山市三吉町南二丁目 11 番 22号) 

 (3)その他 受講希望者は 10 月 28 日(土)開催の「成年後見制度講演会」ならびに「オリエンテーシ

ョン」に必ずご参加ください。 

定  員 30名(応募者多数の場合は，抽選となります。) 

受 講 料 受講料は無料です。 

但し，テキスト代 5,000 円(基礎研修 2,500 円，実務研修 2,500 円)が必要です。 

          なお，研修に係る交通費や昼食代は各自でご負担ください。 

主  催 福山市・福山市社会福祉協議会 

 

2017 年度「成年後見制度講演会」 
講演会では，成年後見制度への理解を深めるとともに，「市民後見人」の意義について市民の

視点で考えます。 

 

講 師 有限会社 たむらソーシャルネット 代表 田村満子 さん 

テーマ 「成年後見制度における市民後見人の意義」(仮) 

日 時 10 月 28 日(土) 13:30～15:00 

場 所 福山すこやかセンター(福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号) 

定 員 150 人 

参加費 無料 

主 催 福山市・福山市社会福祉協議会 

注)「市民後見人養成講座」「成年後見制度講演会」の申込について 

 

8 月 1 日(火)から社協ホームページや各事務所，福山市の各保健福祉(担当)で開催要項を配布。

応募資格などをご確認のうえお申し込みください。 

 

問い合せ先 社協 安心生活見まもりセンター(担当 岩川・小畑) 

       電話 (084)928-1353 FAX (084)928-1331 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   

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 

◇あなたのわたしのボランティア奮闘記◇ 

～あなたはなぜ，ボランティアをするようになったの？～ 

 

第 2 回 ◆ボランティアアドバイザー  吉津みどりさん◆ 

 

ふくやま美術館のガイドとして子ども達と出逢い話し，ふれあうことが楽しくて，あっと言う間に８年

過ぎました。美術館に来られる人に「お客様」と声をかける事にひっかかり辞めていく仲間もいましたが，

私の人生でお客様と言うことが出来たのが嬉しくて，赤ちゃんを抱っこして来館された方を見つけると

「お客様，ベビーカーをご用意することが出来ますが，いかがですか？」と，何度も口の中で練習をした

後，口がもつれながらも言えた時には嬉しかった事を思い出します。 

また保育士をしていたことで，小学校の読み聞かせのボランティアや地域の子育てサロンの絵本コーナ

ーや，老人福祉センターでの読み聞かせと次々に声がかかり，自称「ボランティアのデパート」と言うぐ

らいたくさんの場所に出入りする様になりました。活動を続けている中で，一つのボランティアに力を注

いでおられて，そこに無くてはならない存在の方とも知り合いになり，尊敬はもちろんのことですが，か

かる責任の大きさが違ってくるなと思っています。 

私としては『ボランティアは仕事ではないのだから○○○でなくてはいけないという気持ちは捨てる』

『声がかかっても，義理と人情ではなく，やってみたいと思わないことは断る』『始めたら，欲を出さず，

無理のないように，出来ることだけをする』などと決めて始めたボランティアでも，うまくいかないとき

もあります。……………つづく……………     →続きは次号 NO.265 に掲載します。お楽しみに！ 



「Ｃｏｍｅ
か む

叶夢
か む

ハウス
は う す

」運営ボランティア募集！ 

  福山市沼隈町にある社会福祉法人ゼノ少年牧場が，子どもたちの居場所「Come 叶夢ハウス（カムカムハ

ウス）」を始めます。 

  子どもたちと一緒に料理をしたり，遊んだりしてくれるボランティアを募集しています。 

  Come叶夢ハウス（カムカムハウス）のリーダーが役割を分担しますので，初めての方でも気軽に参加でき

る活動です。 

～Ｃｏｍｅ
か む

叶夢
か む

ハウス
は う す

って？～ 

 日曜日など学校が休みの日，1人で過ごしていませんか？ 

 いっしょに話したり，いっしょにごはんを作って食べたりする人がいて、 

いっしょに遊んだり，いっしょにワクワクするイベントがあったら(^^♪ 

みんなから「居心地イイネ！」と思ってもらえるような場所のひとつに 

なりたいと思っています。 

～内 容～ 

 ○調理実習 準備から片付けまで体験をし，食事の大切さを学び，自分でも 

作れるようになれたらと思います。 

 ○季節行事 春夏秋冬のいろいろな行事や， 

誕生日などをみんなで楽しめたらと思います。 

 

 ■活動日時 毎月第 2・4日曜日 11：００～ 14：００（初回は 7月 23日） 

 ■場  所 松永地域内の公共施設で行います。詳しくはお問合せください。 

 ■対  象 子どもたち主に，小学生から中学生（お金は必要ありません。） 

 ■お問合せ 社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 「ゼノ」Home未来 

       電話・ＦＡＸ：０８４－９８８－０９７３ 担当：佐藤 

 

 

 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

平成２９年７月５日からの大雨災害義援金を受け付けています。 

  平成２９年７月５日からの九州北部地方における断続的な大雨により，人的・物的損害が発生しています。 

 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。 

取扱期間  ２０１７年(平成２９年)８月３１日（木）まで 

   

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 

 

 



 

認知症地域支援推進員，認知症初期集中支援チーム合同 

パネル展・相談会を開催します！ 
 

認知症に関するパネル展・相談会を実施します。みなさんお気軽にお立ち寄りください。 

 

日にち  ９月１３日（水）～１５日（金） 

時 間  13日（水）は，13：00～17：15 

     14日（木）15日（金）は，10：00～17：15 

※相談会は１４・１５日 １０：００～１６：００（予約不要） 

  場 所  福山市役所本庁舎１階市民ホール 

 お問合せ 高齢者支援課 ９２８－１０６５ 

 

認知症初期集中支援チームをご存知ですか？ 

 

 専門職が，チームでご自宅を訪問し，穏やかに暮ら

すためのサポートをおこないます。 

 経験豊富な医師，看護師，作業療法士，社会福祉士

等の医療と介護の専門職が対応します。 

 

チェックリストにあてはまる場合は，ご相談を！ 

４０歳以上の人で，自宅で生活している認知症が疑わ

れる人，または認知症の人で， 

□認知症の診断を受けていない，または，治療が中断

している 

□医療サービスや介護保険サービスを利用していな

い 

□認知症の診断を受けたが，介護保険サービスが中断

している 

□サービスを利用しているが，認知症による症状が強

く，対応に困っている 

 

認知症地域支援推進員をご存知ですか？ 

 

 認知症の人とその家族・医療・介護・地域をつなぐ

コーディネーターです。 

 認知症の人を含む高齢者にやさしいまちづくり

を目指します。 

 

  私たちは，認知症に関する相談などをお受けして

おり，地域で相談会の開催も行っています。 

また，地域のみなさまに認知症のことを知ってい

ただくために，様々な場所で正しい知識や，予防の

お話などを行っております。 

 認知症地域支援推進員にお気軽にお声かけくださ

い！ 

認知症でお困りの方はお近くの地域包括支援センターまで，ご相談ください！ 



 

 

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。 

菅野 清子さん   ＜主な活動＞ 

           「やすらぎ」で活動した後，「やまぶき会」や 

「ありがとう」で折り紙作り訪問・傾聴ボランティア 

      

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A  前期家庭介護教室を受講した中で，「人間は生まれた時も死ぬ時も世話になるのだから，生きている時に恩

返しをしよう」という話を聞いたのがボランティアを始めたきっかけです。１０年を目標にがんばる気

持ちで始めましたが，あっと言う間に２２年経ちました。その後，様々な施設へ伺うようになりました。 

Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A  施設におられるいろいろな方に話を聞いたり，作品を作られている方から作り方を聞いたりして，レシピ

を残しています。 しんどい時もありますが，喜んでいる人の顔を見るのが嬉しいです。アイデアを生み出す

のが好きなので，そのことを考えているのが好きです。 

 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  思いはそれぞれ違うもので，自分の価値観と相手の価値観は違います。それぞれ違うから簡単に自分

ではできると思っているものも相手にとっては難しいこともあります。そのことを意識して活動してい

ってください。壁にぶつかっても楽しい時のことを思い浮かべれば次の一歩を踏み出せると思います。 

    

 

若林 八重子さん  ＜主な活動＞ 

             ボランティアアドバイザー・居場所づくり 

 

 

  Q１．ボランティア活動をはじめたきっかけは？ 

 A  ２０年前勤務先へ社会福祉協議会からボランティアの方が数人来られていた。親しく話 

している内に関心を持ち，定年退職の直前からボランティアに参加したのがきっかけです。 

 

  Q２．ボランティア活動の魅力は？ 

 A  「社会参加すること」はもちろん新しい仲間との出会い，そして仲間から多くのことが

学べることです。 

 

Q３．ボランティア活動を考えているみなさんにひと言 

 A  ご自分で意識していたら，きっと良い出会いがありますよ。笑顔とコミュニケーション

でまず実践を！！ 

 

 

 

 

第６弾！ 


