ささ

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．２９０

●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）９２８－１３４６

発行日：2019.11.21

●ホームページ

FAX （０８４）９２８－１３３１

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

●メールアドレス fukumachi@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）

点訳ボランティア養成講座開催中！
2019 年度点訳ボランティア養成講座を現在 6 名の方が受講中です。
学生時代に教科書でみて以前から興味をもたれたり，何か役に立つことが出来ればと，みなさ
んお仕事の合間に受講されています。
和気あいあいとした雰囲気のなか，みなさん熱心に分からないことは，教え合いながら頑張っ
ています。
「視覚障がいの方の支援をしたい」という気
持ちが学ぶ姿勢に表れています。
講座終了後に，みなさんが点訳グループに加
入して活動していただくことを願っています。
この講座は，毎年１回開催しますので，関心
がある方は，来年度，受講してみてくださいね！

麦の会のボランティアさんがマンツーマンで指導し
てくれています。

ボランティアさんが、ちょっとした豆知識を話してくれました。

クリスマスの雰囲気づくりにご利用ください
「布の絵本

きしゃぽっぽ」さんの手作りの壁掛けです。

クリスマスの雰囲気づくりにピッタリですね。
この壁掛けは、地域のサロン（おもちゃサロン含む）や、
ボランティアグループ等の行事への貸し出し用ですので、
借入を希望される団体は、お問い合わせください。
（時期が集中しますので、お早めにご予約くださいね！）
お問い合わせ先：ボランティアセンター
（電話：０８４－９２８－１３４６）

ボランティア募集ＮＯ.133 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

１２月３日，１０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．1３４

一緒に囲碁を楽しみませんか

７８歳男性と囲碁を一緒にしてくれる方を募集しています。ご本人には，認知症が少しありますが，意
思疎通もできます。
■

活動日時 週１回、１時間程度（相談しながら、活動曜日と時間を決めます。

■

場

■

そ の 他 ・一度顔を合わせて継続できるかどうかを決めていただいて

所 蔵王町にあるケアハウス
も構いません。
・活動日，活動時間は，ご本人と相談しながら決めます。
・囲碁板などの必要な道具は揃っています。

ボランティア募集ＮＯ．1３５

託児のボランティアをお願いします！！
（依頼団体 福山市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 1 歳１１か月未満児）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２６日（火）９：４５～１１：３０

■

活動場所

福山すこやかセンター 東館１階プレイルーム

（福山市三吉町南２丁目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

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，１２月１７日（火）午前中まで にご持参ください。

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２９１」（１２月１９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，１２月１３日（金）午前中まで にご連絡ください

ボランティア募集ＮＯ．１３６

お餅つき大会の運営にご協力をお願いします！！
（依頼団体

特定非営利活動法人地域の絆）

介護福祉施設の「地域福祉センター仁伍」がつぎの日程でお餅つき大会を行います。駐車場案内や飲
食コーナーでのお手伝いに協力してくれるボランティアを募集しています。
■活動日時

１２月２８日（土）８：３０～１４：００(雨天決行)
(お餅つき大会は１０：００～１３：００)

■場

所

地域福祉センター仁伍

にご広場（福山市木之庄町四丁目４番２８号）

■募集人数

１２人

■持 ち 物

エプロン,飲み物（水分補給用）

■そ の 他

・昼食は主催者側でご用意いたします。
・駐車場あり

ボランティア・アドバイザーによる「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」教室

お休みと日にちの変更のお知らせ
創作活動「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」をしながら，参加者同士の交流を図っている「なぞっ
て，ぬるだけ簡単絵はがき」教室は，１２月はお休みです。次回は，１月８日（水）
です。
お間違いのないようお願いします。
■ 日

時

毎月第１水曜日 １０：００～１２：００
ただし，１２月はお休み。１月は，８日（水）です。（第１水曜日がお正月のため。
）
■ 場
所 福山すこやかセンター ２階ボランティアセンター
■ 募集人数 ５～１０人
■ 申し込み・お問い合わせ先 ボランティアセンター（電話：０８４－９２８－１３４６）

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（２０１９年１２月２９日（日）～２０２０年１月３日（金）まで）は，
福山すこやかセンターが全館休館となります。
このため，ボランティア活動センターおよび，
各部屋はご利用いただけませんので，お気をつけください。
よろしくお願いいたします。

ボランティア募集・会員募集・参加者募集の申込先
福山市社会福祉協議会
電話

ボランティアセンター

０８４－９２８－１３４６

ＦＡＸ

０８４－９２８－１３３１

メールでも申し込みができます。左のＱＲコード読み取り後，
「メール作成」
ボタンを押し，名前・電話番号・募集№を入力し送信してください。

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,全額被災された皆さまにお届けいたしま
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

「令和元年台風第１９号災害義援金」

２.募集受付期間 ２０２０年(令和２年)３月３１日（火）まで
３.受付方法
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
・口座記号番号 ００１９０－８－５１５００５
・口座加入者名 日赤令和元年台風第１９号災害義援金
※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が，受領証の代わりとして，税制上の措置が受
けられます。
※窓口でのお振り込みの場合は，振込手数料は免除されます。
（ATM による通常払
込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は，所定の振込手数料がかかり
ます）
（２）銀行振込
・三菱ＵＦＪ銀行
・三井住友銀行
・みずほ銀行

やまびこ支店
すずらん支店
クヌギ支店

普通２１０５５５３
普通２７８７５５５
普通０６２０４６４

口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）
」
※銀行振込の際の利用明細票が，受領証の代わりとして，税制上の措置が受けら
れます。
※ご利用の金融機関によっては，振込手数料が別途かかる場合があります。
※その他の事情により，赤十字が発行する受領証を希望の場合は,「受領証希望」の
旨と下記①～⑧を日本赤十字社 パートナーシップ推進部あて FAX にてご連絡
をお願いいたします。
① 義援金名 ②名前（受領証の宛名） ③住所 ④電話番号 ⑤寄付日
⑥寄付額 ⑦振込人名 ⑧振込先金融機関名・支店名
担当窓口：日本赤十字社 パートナーシップ推進部
電話：０３－３４３７－７０８１ ＦＡＸ：０３－３４３２－５５０７
（３）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）

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

ボランティアさんありがとうございました。
ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２８９号

ボランティア募集ＮＯ．１２７とボ

ランティア募集ＮＯ．１３２について、お礼状がとどきました。
ご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました。
お礼状を紹介させていただきます。

朝夕冷え込むとともに紅葉の季節を迎えました。皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上
げます。
日頃より社会福祉法人 一れつ会関係施設・事業に対しまして温かいご支援，ご協力を賜り
心より感謝しております。
過日の第 34 回「せんだんの家コンサート」におきまして，当日は早朝より会場の設営準備
から模擬店の販売，バザーの販売など，そして夕方の片付けに至るまで大変ご多忙の中を一日
中ご協力いただき誠にありがとうございました。心より厚くお礼申し上げます。
おかげをもちまして，第 34 回「せんだんの家コンサート」が盛会のうちに無事終え，多く
の皆様方とともに楽しい一時を過ごす事ができました。来場された方やスタッフの方からも，
コンサート終了後に温かい励ましの言葉を頂き，私達も大変嬉しく思っております。
今後とも社会福祉法人 一れつ会に対しまして尚一層のご支援，ご鞭撻を賜りますように，
よろしくお願い申し上げます。
時節柄一層のご自愛を心よりお祈り申し上げ，略儀ながら書中をもってお礼にかえさせてい
ただきます。

10 月 27 日（日）の午後，福山駅から仙酔島の国民宿舎まで，福山市社協所属のボランティ
アの方 2 名に来ていただき，路線バスと渡船を乗り継いでの移動と，島内でのハイキングコー
スを 1 時間ほど散策することができました。
午後 1 時 40 分ごろに福山駅で待ち合わせて，午後 4 時ごろまでサポートをいただきました。
盲導犬がいるということもあって，夫婦二人で初めての場所でも行くことが多いですが，遠
く離れた場所でバスと船の乗り継ぎ，船で渡った先が無人島ということもあり，どのような様
子か想像がつかない中，ガイドをしていただきながら砂浜を歩いたり，比較的アップダウンの
あるハイキングコースを歩くことができ，有意義な時間を過ごすことができ感謝しております。

手作りアイマスク

ありがとうございます♪

福祉体験学習で使っているアイマスク。永年、多くの学校で利用していただいたので、アイマ
スクが少し傷んでいました。
修繕を「布の絵本 きしゃぽっぽ」さんにご相談をしたところ，こんな素敵なアイマスクに変
身！
「皆さんに気持ちよく使っていただきたいから」と修繕ではな
く、手作りで作ってくださいました。
お話を伺うと、アイマスク作りは初めてで、肌にも優しい生地
探しや、型づくり等、いろいろ悩まれたそうです。
気持ちのこもったアイマスク、大切に使わせていただきますね。

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。
※ ご協力いただける方は、ボランティアセンターにお申込みください。
電話：０８４－９２８－１３４６
※ 持ち物：エプロン，飲み物（水分補給用）
活動名

日

時

・

場

所

１２月１１日（水）１０：００～１１：４５
１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター

離乳食講習会

募集人数

３～

容

保護者が受講している間，

１０人

乳児（４～８か月児）の託児

１～２人

子どもと保護者が活動して

１２月２０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Ⅰ，

内

１２月１１日（水）
・１３日（金）
９：３０～１２：３０ 東部市民センター

Ⅱ
ぱんだサークルⅠ，

１２月６日（金）
・２０日（金）
９：３０～１２：３０新市コミュニティセンター

Ⅱ

いる間，一緒に来ている兄
弟姉妹の託児

きりんサークルⅠ，

１２月２０日（金）
・２４日（火）
９：３０～１２：３０ 西部市民センター

Ⅱ

１人

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

１１月２５日
（月） 10：00 ～ 11：30

発送作業
活動場所

福山すこやかセンター２階
１２月５日（木）

づくり
活動場所

地域ケア研修室（三吉町南２－１１－２２）

10：00 ～ 11：30

福山すこやかセンター２階

情報誌発送

作業
封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシ

１２月１９日
（木） 10：00 ～ 11：30

作業
活動場所

不要になった紙を利用して封筒を作る

地域ケア研修室（三吉町南２－１１－２２）

ボランティア
３

折るシールを貼る，封入する等の簡単な
作業

再生封筒
２

内 容
封筒のサイズに合わせて福祉だよりを

ほほえみ
１

活動時間

を折る，宛名シールを貼る，封入する等の簡
単な作業

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）

■ご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。

