
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：2018.5.17 
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♪ボランティアセンターをご利用ください♪ 
（交流等フリースペース） 

ボランティアセンターでは、ボランティア活動に「参加したい人」と「支援を求める人」の橋渡しを行っ

ています。また、ボランティア活動の輪を広げるためにボランティア活動に関する情報提供や活動に関する

相談に応じています。あなたにぴったりのボランティア活動をみつけてみませんか。 

● 点訳作業室 

点訳専用のパソコン（一般文書を点字に変換する

機能）と点字を打ち出すことができる点字プリン

ターが設置されています。 

● 印刷室 

印刷機や紙折り機、丁合機などをご利用いただけ

ます。用紙は各団体で、ご持参ください。 

● 朗読録音室 

録音機材があり、室内は防音整備されています。 

● 掲示板・パンフレットラック 

団体・個人等，自分たちの活動情報を発信・ 

啓発したり、他団体等の情報収集ができます。 

● 図書 

ボランティア等に関する図書の閲覧ができます。 

 
相談コーナー ：実際にボランティア活動を行ってい 

るボランティアドバイザーさんが、 

ご自身の経験等から相談にのって 

いただけます。 

交流等スペース：定例会などの会議や打ち合わせ、 

少人数の打ち合わせや作業等の交流 

スペースです。 

電気ポットや電子レンジもあるので、 

お茶を飲みながら交流もできます。 

個人用スペース：学習や調べ物等に利用いただけます。 

 

上記のスペースは、登録のないボランティア団体・個人でも 

利用できますが,定期的利用される場合は登録してください。登

録した場合、次の各部屋やスペースをご利用いただけます。 

～開かれた ボランティアセンターを 目指しています！～ 

ボランティアセンターはこんなところ 

↑アドバイザーさんによる相談コーナー 

↑交流等スペース 

〈休 館 日〉年末年始 

〈利用時間〉午前８時３０分～午後１０時 

個人用スペース↑ 

 

掲示板・パンフレットラック→ 



ボランティア募集ＮＯ．６   イベントに参加の子どもさんと遊んでください 

（依頼団体 福山市立大学） 

  大学生が福山駅前でイベントを行います。子どもが自由に遊べるキッズコーナーで子どもの見守りや遊んで 

くれるボランティアを募集します。 

■活動日時 ６月９日（土）１１：００～１３：００，１３：００～１６：００   

      ※各時間帯 １人。一日通してのボランティアも可能。 

      ６月１０日（日）１１：００～１４：００ 

■活動場所 福山駅前センタープラザ 

      ※集合場所：すこやかセンターに１０：３０までに集合してください。 

 ■募集人数 各時間帯 １人 

■持 ち 物 飲み物（水分補給用） 

 ■そ の 他 動きやすい服装 

 

ボランティア募集ＮＯ．７  託児のボランティアをお願いします！ 

 （依頼団体 保健福祉局保健部健康推進課） 

食物アレルギー疾患児のお子さんを持つ家族を対象に調理実習・交流会を行います。その間,来られた子ど 

もさん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１８日（月） ９：１５～１２：３０ 

■場  所 福山すこやかセンター３階 調理実習室・栄養指導室（福山市三吉町南 2-11-22） 

■活動内容 参加者と一緒に来られたお子さん(０～３歳児)の託児ボランティア 

■募集人数 ３人 

■持 ち 物 エプロン，飲み物（水分補給用） 

■そ の 他 動きやすい服装 

 

ボランティア募集ＮＯ．８    子ども好きな方,ご協力をお願いします 

（依頼団体 春日コミュニティ館） 

  人権講座に参加された方のお子さんの託児ボランティアを募集します。 

■活動日時 ６月２３日（土），７月２８日（土）１０：００～１２：００ 

■活動場所 春日コミュニティ館（福山市春日町５丁目５番２２号） 

 ■募集人数 各日２人 

 ■持 ち 物 エプロン,飲み物（水分補給用） 

 ■そ の 他 動きやすい服装 

 

ボランティア募集ＮＯ．９    車いすの介助にご協力をお願いします 

（依頼団体 公園緑地課） 

  福祉施設の利用者さんが、緑町公園内のバラ花壇を観賞されます。その際の車イス介助のお手伝いをしてく 

れるボランティアを募集します。 

■活動日時 ６月１日（金）１３：００～１４：００ 

■活動場所 緑町公園（福山市緑町９番） 

 ■募集人数 ５人 

 ■そ の 他 駐車場あり。 

 



ボランティア募集ＮＯ．10  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 

 （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、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。） 

■活動日時 ６月５日・１２日・１９日・２６日（火） １３：４５～１５：２０ 

■場  所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15） 

■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．１１   苑内の車いす清掃等をおこなっていただける方を募集します 

  （社会福祉法人啓喜会 特別養護老人ホーム悠芳苑） 

  熊野町にある特別養護老人ホーム悠芳苑では、苑内の車いす清掃等をおこなっていただけるボランティアを 

募集しています。 

  のどかでゆっくりと時間の流れる自然に囲まれた場所です。ぜひ、一度お越しください。 

■活動日時  毎月第３土曜日,日曜日,祝祭日以外の曜日 

       苑内の大きな行事（運動会,苑内祭り等）日以外の日   

※曜日,時間等ご相談ください。 

■活動場所  社会福祉法人啓喜会 特別養護老人ホーム悠芳苑（福山市熊野町乙甲１６３０番地） 

■募集人数  ５名    

 

 

ボランティア募集ＮＯ．１２   高齢者の話し相手になっていただける方を募集します 

  （ニチイケアセンター福山東居宅介護支援事業所） 

８１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  毎週水曜日午後又は、毎週金曜日午前 

■活動場所  女性の自宅（福山市西深津町） 

■募集人数  １名 

■そ の 他  ・８１歳女性は、歌を歌うこととお話しをすることが好きです。 

       ・最初はニチイケアセンター職員が同行します。 

       ・駐車場あり。 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．1３   ボランティアフェスティバルに参加してみませんか？ 

  （府中市ボランティア連絡協議会） 

府中市ボランティア連絡協議会が次の日程でボランティアフェスティバルを開催します。府中市ボランティ 

ア連絡協議会のボランティアグループさんたちと交流してみませんか。 

■開催日時  ２０１８年６月３日（日） ９：３０～１４：００ 

■場  所  府中市保健福祉総合センター（リ・フレ）（府中市広谷町９１９番地３） 

■内  容  ・ボランティア紹介コーナー（手話、点字、要約筆記、朗読） 

       ・施設、作業所によるバザー等 

 



 

ボランティア募集ＮＯ．１４  地域の居場所「のほほん村」の環境整備にご協力くださ～い   

  （ＮＰＯ法人おたがいさま横丁） 

ＮＰＯ法人おたがいさま横丁さんが運営する「のほほん村」（福山市瀬戸町長和）が，伐採した竹を細かく 

切って野焼きしてくれるボランティアを募集しています。 

作業の日・時間は，ボランティアとＮＰＯで相談をして決めますが，基本的にボランティアの都合に合わせ 

ます。 

のほほん村とは？ 

築 90年の古民家を回収したみんなの居場所です。いつ・だれが・なにをしてもいいところ。カフェでもな 

く，きちんとしたお店でもなく，みんなでとにかく楽しむ場所です。お休みは基本水曜日ですが，イベントな

ど都合で不定期にお休みがあります。 

詳しくは，「のほほん村」ホームページで→http://otagaisama.yokochou.com/information.html 

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     場   所 募集人数 内   容 

離乳食講習会 

６月１２日（火）１３：３０～１５：１５ 
東部市民センター 

３～ 

１０人 

保護者が受講している間，乳

児（４～８か月）の託児 

６月１３日（水）１３：３０～１５：１５ 
福山すこやかセンター 

６月２２日（金）１３：３０～１５：１５ 
かんなべ市民交流センター 

うさぎサークル 
６月 ８日（金）・２０日（水） 
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

姉妹の託児 

ぱんだサークル 
６月 １日（金）・１５日（金） 
９：３０～１２：３０新市コミュニティセンター 

こあらキッズ 
６月 ８日（金）・１５日（金）・２２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，Ⅱ 
６月２２日（金）・２６日（火） 
９：３０～１２：３０ 西部市民センター 

１人 

 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２７５」（６月２１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８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１９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・ほほえみ封入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・ほほえみ封入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。 

NO． 活 動 活動日 活動時間 内 容 

１ 

再生封筒づくり 

６月７日（木） 10：00 ～ 11：30 

不要になった紙を利用して封筒を作る作業 

使用済インクカ

ートリッジ仕訳

作業 

使用済インクカートリッジを仕訳する作業 

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） 

２ 

ボランティア 

情報誌発送作業 
６月２１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） 

３ 

 

ほほえみ 

発送作業 
５月２５日（金） 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。 

 

 

 

◆ただいまボランティアセンターでは・・・◆ 

 
ボランティア活動の経験豊富なアドバイザー（相談員）が，手仕事をしながらボランティア活

動の相談に応じています。 

毎月第 1 水曜日は，「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」です。 

下絵をなぞって描いて水性絵具で色をつける，誰でも簡単にできる手仕事です。 

 ボランティアの先輩から話を聴いたり，質問をしたりして，楽しく・為になる時間を過ごしてみ

ませんか？ 

 

◇前回の作業風景です。色を付けているところです。 

色の見本は目の前に置いてあります。はがきを見ながら 

色をつけるので悩む必要はありません。 

  完成したはがきをご自宅に飾ってみてもよいですし， 

季節のあいさつに使うと言うのはいかがでしょうか？ 

絵の具，筆，水差しを持って来る必要はありません。 
 

◎次回は ６月 ６日（水）１０：００～１２：００ 

 ツユクサとイカリソウを描きます！ 

場所は，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♪ 

 

 

 

 
 

このコーナー（教室）は、「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」が，地域

で開催されている「サロン」等で普及・定着し，地域住民相互の絆の構築に

繋がることを願って実施しています。 

色を付けているところです 



 

        

            

          と          

    

                を 

  

    

 

 

 

 

 

                           
                             

                          

 

毎週月曜日と金曜日 １０時から１４時オープン！ 

衣類・日用品・生活雑貨や陶器・コップなど新品から再生品 

までいろんな物があります。気軽に寄ってみてくださいね。 

初めて来られる方は、電話をしてから来てくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流 

助け合い 

 

場 所 

福山市沖野上町４丁目１７－６（小川方） 

電話 090-7973-0389 ( 田中 惠子 ) 

大田記念病院駐車場前 
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