
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：2018.10.25 
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福山市社協ホームページ［ＱＲコード］ 

第４２回ふれあい福祉まつり 
１０月６日（土）に第４２回ふれあい福祉まつりを開催しました。 

住民の「福祉活動」・「ボランティア活動」への参画のきっかけとして毎年、開催させていただいていま

す。 

今回は、臨時駐車場等の確保が困難だったこともあり、御幸町の広島県立福山産業交流館（ビック・

ローズ）で開催させていただきました。 

１日のみの開催でしたが、８，０００人の方々にお越しいただき、「福祉活動」・「ボランティア活動のあり

方等」を学んでいただけたと思います。 

前日から大型台風の接近が心配されましたが、無事に終えることができました。ありがとうございまし

た。 

来年も楽しみにしていてくださいね。 

 元気いっぱいのよさこいで会

場をもりあげてくれました。 

 

 

サロンや福祉施設などのいろんな場面で活躍される「一芸ボランテ

ィア」として当会に登録していただいている、よさボラさんにご紹介

していただきました。 

 

 



ボランティア募集ＮＯ．４４  発達に課題のある子どもさう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 １１月６日,１３日,２０日,２７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．４５   子ども好きな方,ご協力をお願いします 

（依頼団体 ほのか薬局） 

ほのか薬局が小児科講演会を開催します。その講演会の間、参加者と一緒に来られた子どもたちの託児ボラン 

ティアを募集します。 

■活動日時 １１月１６日（金） １３：３０～１６：３０（集合時間：１３：００,終了時間１７：００） 

■活動場所 まなびの館ローズコム４階 小会議室１（福山市霞町 1-10-1） 

 ■募集人数 ２人 

 ■申込締切 １１月９日（金） 

 ■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 

      ・ローズコム駐車場代は主催者側で負担をします。 

      ・託児に必要なオモチャは主催者側で用意します。 

 

ボランティア募集ＮＯ．４６   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） 

 幼児歯科教室に参加される方のお子さん（１歳６か月以上２歳未満児）のお世話をしていただける託児ボラ

ンティアを募集しています。 

■活動日時 １１月２７日（火）９：４５～１１：３０ 

■活動場所 福山すこやかセンター東館（福山市三吉町南 2-11-22） 

 ■募集人数 ５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．４７   一緒に活動をしませんか？ 

（依頼団体 コモンズ・メンバー（病院ボランティアグループ）） 

 寺岡記念病院（新市町）内で生け花などの環境整備や案内を行うボランティアを募集します。 

■活動日時 月曜日～土曜日 ８：３０～１１：３０ 

■活動場所 寺岡記念病院（福山市新市町３７） 

 ■活動内容 院内の生け花などの環境整備,車イスの介助など 

 ■そ の 他 動きやすい服装 

 

 

 



ボランティア募集ＮＯ．４９  健診に来られた方の子どもさんと遊んでください 

 （依頼団体 保健福祉局保健部成人健診課） 

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 １２月１４日（金），１８日（火） １３：００～１５：３０ ※集合時間は１３：００ 

■場  所 福山市医師会健診センター（福山市三吉町南二丁目１２－２５） 

■募集人数 ５人程度 

■持 ち 物 エプロン，飲み物（水分補給用） 

■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。 

      ・駐車場は医師会立体駐車場をご利用ください。 

 

ボランティア募集ＮＯ．５０  高齢者の話し相手になってください 

 （依頼団体 ありがとうケアプランセンター） 

一人暮らしの８０歳代の女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。女性には，軽い認

知症（時間の感覚が鈍い）がありますが，問題ありません。 

■活動日時 (木)以外の週１回。１２：００～１３：００を除く１時間程度 

■活動場所 福山市蔵王町にある，８０歳代の女性の自宅 

■募集人数 １人(できれば女性) 

■そ の 他 駐車場あり 

 

ボランティア募集ＮＯ．５１  高齢者の話し相手，散歩の同行をお願いします 

 （依頼団体 ありがとうケアプランセンター） 

高齢者住宅に暮らす一人暮らしの９０歳代の女性が話し相手と車イスでの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。女性には，軽い認知症がありますが，問題ありません。 

■活動日時 （月）（水）（日）のいずれか１日。１２：００〜１３：００以外の１時間程度 

■活動場所 福山市春日町にある高齢者住宅 

■募集人数 １人(できれば女性) 

■そ の 他 駐車場あり 

 

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 

ボランティア 

情報誌発送作業 
１１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） 

２ 

 

ほほえみ 

発送作業 
１１月２６日（月） 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。 



 

義援金の募集について 

       日本赤十字社広島県支部でつぎのとおり義援金の受付をしています。 

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。皆さまの温か 

 いご支援をよろしくお願いいたします。 

 
  １.義援金名称  「平成３０年７月広島県豪雨災害義援金」 

２.募集受付期間  ２０１８年(平成３０年)１２月２８日（金）まで 

  ３.受付方法   

（１）口座振込金融機関 

   ・広島銀行 大手町支店       普通３４５８７２５      

・もみじ銀行 鷹野橋支店      普通３０４６６００    

   ・広島県信用農業協同組合連合会本所 普通０００６３５５   

   口座名義はいずれも「日
にっ

本赤十字社
ぽんせきじゅうじしゃ

広島県
ひろしまけん

支部長
しぶちょう

湯
ゆ

﨑
ざき

英彦
ひでひこ

」 

※振込手数料 

   ●広島銀行,もみじ銀行は,窓口における同一金融機関の本支店間の振込手数料は免除（インターネット・

ＡＴＭは所定の手数料が発生） 

   ●広島県信用農業協同組合連合会は,窓口におけるＪＡバンク（農業協同組合・信用農業協同組合連合会・

農林中央金庫）の本支店間の振込手数料は免除（ＡＴＭは所定の手数料が発生） 

※受領証の発行を希望される場合は,日本赤十字社広島県支部までご連絡をお願いいたします。 

 ●日本赤十字社広島県支部 電話：０８２－２４１－８８１１ ＦＡＸ：０８２－２４０－２７４１ 

  （２）現金持参 

    ・日本赤十字社広島県支部福山市地区 （福山市社会福祉協議会各事務所） 

 

  

  １．義援金名称  「平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金」 

  ２．募集受付期間  ２０１９年（平成３１年）３月３１日(日)まで 

３.  受 付 方 法 

（１）口座振込金融機関 

 ・三井住友銀行 すずらん支店  普通２７８７５３３ 

   ・三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通２１０５５４１ 

   ・みずほ銀行 クヌギ支店    普通０６２０４１３ 

   口座名義はいずれも「日本
にほん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

」 

   

お問い合わせ先：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 

 

 

集めた後は・・・？ 

 

① ボランティアグループ「鳩の会」さんが整理し，「誕生日ありがとう運動本部」 

へ送り，障がいのある方たちへの活動の資金として活用します。 

② 社協が業者に売却し，ボランティア活動の資金として活用します。 

 

問い合わせ先 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 電話 ０８４－９２８－１３３３ 

 
 回りは１㎝ほど残してください

い 



 

ボランティア募集ＮＯ．４８   「せんだんの家コンサート」のお手伝いをお願いします！ 

（依頼団体：社会福祉法人一れつ会） 

障がいのある人たちの施設を経営する社会福祉法人「一れつ会」が多くの人とのふれあいやつながりを願い，

今まで以上に福祉の輪を広げていきたいとの思いで，第３３回「せんだんの家コンサート」を開催されます。 

そこで，このコンサートが盛大に開催できるよう，当日，模擬店等のお手伝いをしてくださる方を募集して

います。                        

■開催日時 １１月１１日（日） １３：３０～１６：００  （活動時間 ９：００～１７：００） 

■場  所 福山市北部市民センター 

☆食事は主催者が準備します。 

☆活動の内容は，模擬店・バザー販売・利用者の引率,支援になります。 

☆持参物：エプロン・三角巾・軍手・タオルの用意をお願いします。 

☆ボランティア保険に加入（保険料は施設が負担）しますので，ふりがな・名前・性別・年齢をお教えてくだ

さい。 

 

 

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 

１１月２１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 

１１月２７日（火）１３：３０～１５：１５ 
北部市民センター 

１１月１３日（火）１３：３０～１５：１５ 
東部市民センター 

１１月２７日（火）１３：３０～１５：１５ 
西部市民センター 

うさぎサークル 
１１月２日（金）・１４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 
１１月２日（金）・１６日（金） 
９：３０～１２：３０新市コミュニティセンター 

こあらキッズ 
１１月９日（金）・１６日（金）・３０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 
１１月１６日（金）・２０日（火） 
９：３０～１２：３０ 西部市民センター 

１人 

 

 

 



 

◆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，創作活動を通じて， 

ボランティアに興味・関心がある方の相談に乗っていただいたり，ボランティア 

活動をされている方への困りごとやアドバイスをしていただいています。 

 

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。 
 

 

 

 

                     

      

                          

               

 

 

 

 
     左「リンドウ」右「アキノノゲシ」 
 

 

 

 

 

 

 
 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２７９」（１１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，１１月９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，１１月１３日（火）午前中まで にご持参ください。 

このコーナー（教室）は，ボランティアに興味・関心がある方・ボランティア活動をされている方

が「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」を，地域で開催されている「サロン」等に普及・定着させて

いただき，地域住民相互の絆の構築に繋がることも願って実施しています。 

 

次回は，１１月７日（水）１０：００～ 

１２：００ 

「リンドウ」と「アキノノゲシ」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♪ 

 



 

 

 

 

 

 


