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）

NO．269

●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

発行日：2017.12.21

編集・発行

●ホームページ

http://www.f-shakyo.net/

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）

地方初開催！ボランティアの祭典

ボランティア全国フォーラム２０１７
～熱くかたりあおう！そしてステップアップｉｎ備後～

を開催しました！

11 月 18 日（土）
・１９日（日）の２日間，福山ニューキャッスルホテルと福山市ものづくり交流館並びに福
山市男女共同参画センターを会場に，市民活動を地域で牽引していく団体や個人の方々の実践交流・情報共有・
相互の研鑽を目的とした“ボランティア全国フォーラム２０１７”を開催しました。
〔ボランティア全国フォーラムって？〕
このフォーラムは今年２５年目を迎える歴史あるもので，昨年，
全国ボランティアフェスティバルからボランティア全国フォーラム
に名前を改め今年が２回目。今年度は初の地方開催となり，備後圏
域の６市２町の社会福祉協議会を中心に実行委員会を組織し準備を
進めました。これに加え，当日は地域の方，中・高校生のみなさん
合わせて延べ約８０人の方にも運営ボランティアとしてご協力いた
だきました。
〔初の地方開催！備後圏域を全国にＰＲ〕
地方初開催ということで「みんな…福山に来てくれるじゃろうか…」とドキドキヒヤヒヤしましたが，北は北
海道，南は沖縄まで全国各地から，関係者含め約７４０人の方にご参加いただき，１日目は基調講演とシンポジ
ウム，２日目は全国で先進的活動を行う団体やＮＰＯ法人の実践報告を聞いた後に意見交換を行いました。また，
めったにない全国規模のフォーラム，
「これは備後を知ってもらうチャンス！」ということで，６市２町の伝統
芸能などもご堪能いただきました。
〔２０１８年は長野県軽井沢町で開催〕
こうして開催したボランティア全国フォーラムは，市民
活動・ボランティア活動について語り合い，学習と絆を深
め，次年度開催地の長野県軽井沢町社会福祉協議会へバト
ンを渡し閉会しました。
ご参加くださったみなさま，ご協力いただいたみなさま，
本当にありごとうございました。

この情報誌に掲載された「参加者募集」「ボランティア募集」の申込み・問い合わせは，
福山市社会福祉協議会
電

ボランティアセンターへ。

話
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参加者募集！！ 災害ボランティアセンター設置訓練に“ボランティア役”として参加してみませんか？
福山市で災害が発生したことを想定して『
「災害ボランティアセンター」の設置訓練』をつぎの日程で
実施します。
災害ボランティアセンターへ駆けつけた「ボランティア」役として参加し，災害ボランティアセンターの
役割などを学んでみませんか？非常食などの炊き出しなども体験できます。
参加条件はありません（被災地などのボランティア活動をされていない方でも参加可能）
。打ち合わせ後，
訓練を行いますので，どなたでも参加できます。
■活動日時

２０１８年１月２０日（土）集合は９：００，終了時間は１２：３０

■場

福山すこやかセンター（福山市三吉町南）

所

■募集人数

５０人（申込み順，募集人数に達し次第締め切り）

■その他

服装は動きやすい服装でお願いします（但し，作業着等でなくてもよいです）。
※持参物はありません。

ボランティア募集ＮＯ．３９

子どもたちと一緒に遊んだり，学習を見守ったりする活動です！

福山市社会福祉協議会が開設している「子どもの居場所」の運営ボランティアを募集します。活動内容は，
小・中・高校生が安心して参加できるよう，一緒に話をしたり，遊んだり，学習を見守ったりする活動です。
また，月に１回午前中に調理実習も行っています。初めて参加する場合は，事前説明の後，経験のあるボラ
ンティアとペアで子どもたちと関わるので，安心して活動ができます。
■日

時

毎週土曜日

１４：００～１６：００（１６：００からボランティア同士の振り返りの時間

３０分程度有）
■場

所

福山すこやかセンター（福山市三吉町南）

■募集人数

１０人

■その他

参加条件…できれば月に２回以上参加できる方。
初めて参加していただく時には事前に説明をさせていただきます。
交通費の実費弁償として１回１，０００円（学生は２，０００円）を支給します。

ボランティア募集ＮＯ．４０

子どもたちの送迎をお願いします！

福山市社会福祉協議会（社協）が開設している「子どもの居場所」で，子どもたちを送迎してくれる運転
ボランティアを募集します。基本的にボランティアの自家用車を使用していただきます（「送迎サービス保
険」に加入。保険料は社協が負担）
■日

時

毎週土曜日（都合の良い日で活動可能です。
）
＊行きは１３：００

子どもの自宅付近

→ 福山すこやかセンター

＊帰りは１６：００

福山すこやかセンター → 子どもの自宅付近

■募集人数

３人

■その他

送迎をお願いする子どもの調整は社協が行い，運転ボランティアへお知らせします。
交通費・燃料費の実費弁償とし片道１，５００円，（往復３，０００円）を支給します。

ボランティア募集ＮＯ．４１

高齢者デイサービスセンターのお餅つきにご協力ください。

神辺町西中条にある高齢者のデイサービスセンター「あしたばの家」がつぎの日程でお餅つきを行います。
利用者（高齢者）と一緒にお餅をついたり，こねたりして，お餅つきに協力してくれるボランティアを募集
しています。
■日

時

１２月２８日（木）９：３０～１２：００

■場

所

あしたばの家（福山市神辺町西中条）

■募集人数

３人

ボランティア募集ＮＯ．４２

障がい者の就労支援事業所のお餅つきにご協力ください。

福山市木之庄町にある障がい者の就労支援事業所「らぼーろ」がつぎの日程でお餅つきを行います。利用
者（障がい者）と一緒にお餅をついたり，こねたりして，お餅つきに協力してくれるボランティアを募集し
ています。
■日

時

１２月２３日（土）９：３０～１２：００

■場

所

らぼーろ（福山市木之庄町）

■募集人数

３人

ボランティア募集ＮＯ．４３

書道や生花，茶道などあなたの得意なことを活かして交流しませんか？

障がいのある人と保護者・ボランティアが集うグループ「クリスタル・キッズ」が,月に１回行っている
お楽しみ会で，書道，生花，茶道，手芸などを教えてくれるボランティアを募集します。お楽しみ会には，
いつも５～６家族，１０～１２人が集っています。アットホームで楽しく活動できます。
■日

時

毎月第４土曜日 １３：００～１６：００

■場

所

福山すこやかセンター（福山市三吉町南）

ボランティア募集ＮＯ．４４ 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。
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

１月 ９日，１６日，２３日，３０日（火）１４：００～１５：００

■場

福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15）

所

■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．４５

健診に来られた方の子どもさんと遊んでください

福山市保健所成人健診課が子育て世代を対象に実施する，医師・スタッフが全て女性の「レディース健診」
に来られた方のお子さん（乳幼児）の託児ボランティアを募集します。（募集は女性のみ）
■活動日時

１月１５日（月）

１３：００～１５：３０

１月２２日（月） １３：００～１５：３０（申込締切

１月

５日（金））

※集合時間は１２：４５
■場
所 福山市医師会健康支援センター（福山市三吉町南二丁目１１－２５）
■募集人数 ５人程度
■そ の 他 おもちゃは依頼者側が用意します。
遊ぶスペースにはマットが敷いてあります。

ボランティア募集ＮＯ．４６

通院の時，車いすを押してくれるボランティアを募集しています。

８０歳代女性がつぎの日程で通院をされます。この女性は長い時間歩くことができないため，病院内では
慣れない車いすを使うため，見守ってもらったり，押してくれたりするボランティアを募集しています。
■活動日時

１２月２７日（水）１２：３０～１７：３０（集合場所：１２：００

■場

福山市民病院（福山市蔵王町５－２３－１）

所

■交通費

市民病院正面玄関）

支給あり

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）

※ できれば子どもと関わるボランティア活動を経験された方，子育て経験のある方，保育士資格をお
持ちの方のご協力をお願いします。
※ 当日急遽託児ボランティアの必要がなくなる場合がありますので，ご了承ください。
活動名

日

時

募集

場

所

人数

１月１６日（火）１３：３０～１５：１５
東部市民センター
離乳食講習会

３～

１月１７日（水）１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター

１０
人

１月２９日（月）１３：３０～１５：１５
北部市民センター
うさぎサークル

１月１０日（水）
・１２日（金）
９：３０～１２：３０ 東部市民センター

ぱんだサークル

１月１２日・１９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

きりんサークルⅠ

１月１２日・１９日・２６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
１月１９日（金）
９：３０～１２：３０

１～

内

容

保護者が受講している間，乳
児（４～８か月）の託児

子どもと保護者が活動して
３

人

いる間，一緒に来ている兄弟
姉妹（０歳）の託児

西部市民センター

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２７０」
（１月１８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，１月５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，１月１６日（火）午前中まで にご持参ください。

ボランティア情報誌の発送作業・再生封筒作りをお手伝いください。
社会福祉協議会では，福祉だより封入作業・ボランティア情報誌の発送作業等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

ボランティア情報誌
発送作業

活動日

活動時間

１月１８日（木）

10：00 ～ 11：30

内

容

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

１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，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１階大会議室（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。

◆ただいまボランティアセンターでは・・・◆
ボランティア・アドバイザーさんたちが得意なことを活かしてボランティアセンターでさまざま
な“集まり”を行っています。ニットカフェ，小物づくり，そして今回ご紹介する木村 貢さんの
「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」です。
子どもさんが小学生だった時，残った絵具で始めた絵はがき。下絵をコピーして
水性絵具で色をつける，誰でも簡単にできます。
◎次回は２月７日（水）１０：００～１２：００，
福山すこやかセンター２階ボランティアセンターです。
地域のふれあいサロンなどでも活用できそうですね

皆様のご参加をお待ちしております！

ボランティアセンターから年末年始のお知らせ
年末年始（２０１７年１２月２９日（金）～２０１８年１月３日（水）まで）は，
福山すこやかセンターが全館休館となります。
そのため，ボランティア活動センターおよび，各部屋の

利用ができませんので，お気をつけください。
ご迷惑をおかけいたしますが，よろしくお願いいたします。

ボランティアの皆さまへ

日頃から，ボランティアセンターの活動にご協力いただきありがとうございます。
今年も残りあとわずかとなりました。年末年始，体調を崩さないよう体に気をつけてお過ごしくださ
い。来年も引き続きよろしくお願いいたします。
２０１７年１２月２１日

ボランティアセンター一同

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 まで

一芸ボランティアとして活動を行っている

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「ふくやまアートフレンド」が一緒にパステルアートを楽しめる，子
育てサロン，いきいきサロン，施設等訪問先を探しています。
◆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。
◆活動日時 月～日曜日のいつでも大丈夫です！ まずはご連絡ください。
◆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。
◆パステルアートとは？
はがきサイズの紙にパステルをすりおろし粉状にしたものを，コットンで付けて型紙の上から
ポンポンと色を付けてイラストを描いて行く，と言う簡単な作業です。色の付け方はコットンで
付けたり，指で付けたりします。パステルは品質の良い健康に配慮された物を使用しています。
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 よりお知らせ
福山市内で活動している「マンドリン・ギター・アンサンブル・ザ・ひまわり」が演奏を行え
る施設等訪問先を探しています。
◆活動内容

マンドリンやギターで演奏を披露しながら，一緒に歌をうたいます。
最大１６人で活動を行っています。８人からの演奏も可能です。
◆活動日時 主に水・木曜（それ以外の曜日でも可能です） 土・日曜は要相談です。
主に 13:00～15:00（それ以外の時間の場合はご連絡ください）
◆問合せ・依頼申込先
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

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＋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

２月

７日（水）１０：００～簡単！なぞって色をぬるだけ！「絵はがき」

２月２８日（水）１０：００～みんなで折り紙を折りましょう♪「おり紙」
♦どちらも何を作るかは，来てからのお楽しみ♦
※１月の楽々小物カフェは両方ともお休みです。
■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＋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。

