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ボランティア活動は人生を豊かにする！ 

ボランティア講演会・入門講座 ２０２０を開催します！ 

少子高齢化・人口減少が進む現代において、ボランティア活動や地域福祉活動の必要性が高まって

きています。この講演会と入門講座は、ボランティアが必要とされる背景や、ボランティアを行うう

えで必要になる知識や技術についての学びを通して、地域の方の社会参加の促進と、仲間づくり、生

きがいづくりを図ります。ボランティアに関心のある方はぜひご参加ください♪ 

 

主催：福山市生涯現役促進地域連携協議会（社会福祉法人 福山市社会福祉協議会） 

参加費：無料 

 

【ボランティア実践発表＆講演会】 定員：５０人 

   ボランティアに関心のある方ならどなたでも受講できます！ 

日 時 ２０２０年８月３０日（日） １３：３０～１５：３０ 

会 場 福山すこやかセンター多目的ホール（福山市三吉町南２丁目１１-２２） 

内 容 講演会 

 テーマ：「人生と地域を豊かにするボランティア」 

 講師：社会福祉法人 大阪ボランティア協会  

常務理事・事務局長 永井 美佳さん 

実践報告 

 報告者：やわらか 黒木 健太郎さん 

ＱＲコードを読み取り「メール作成画面はこちら」をクリックしてください→ 

【ボランティア入門講座】 定員：３０人 

   この講座では、ボランティアの基本を学び、実際にボランティアを体験できます。 

楽しく学びながら、地域の様々な課題に取り組む仲間を作りませんか？ 

対象：・福山市内に居住し定年退職している方、または、定年退職間近な方でボランティア活動に興味 

のある方。 

・既にボランティア活動や地域活動を行っているが、新たな仲間と活動を始めてみたい方など 

   会場：福山すこやかセンター（福山市三吉町南２丁目１１-２２） 

講座内容 ① ２０２０年９月６日（日） １３：３０～１５：３０ 

講義：「ボランティア活動とは何だろう」 
講師：LOCALISM LAB．（ローカリズム・ラボ） 

代表 井岡 仁志さん 

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）９２８－１３４６ FAX （０８４）９２８－１３３１ 

●ホームページ  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） 

発行日：2020.7.16 

 

NO．２９７ 

裏面につづく 

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


② ２０２０年９月１３日（日） １３：３０～１５：３０ 

講義：「実際の活動を知ろう～ボランティアの魅力とは～」 
講師：県立広島大学 保健福祉学部 人間福祉学科 講師 手島 洋さん 
実践報告：（調整中） 

③ ２０２０年９月２０日（日） １３：３０～１５：３０  

講義：「地域の支え合いについて考えよう」 
講師：ご近所福祉クリエーター 酒井 保さん 

④ ２０２０年９月２７日（日） １３：３０～１５：３０ 

実技：「ボランティアに活かせる技術を身につけよう」 
講師：あそびの工房もくもく屋 代表 田川 雅規さん 

⑤ ２０２０年１０月４日（日） １３：３０～１５：３０ 

実技：「ボランティアを体験しよう」 
グループワーク：「今後の活動について」 

申し込み方法 

    電話・FAX・メールで「名前」「住所」「電話番号」「参加希望（講演会・入門講座）」をお知らせください。 

申し込み・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 

     TEL：０８４-９２８-１３４６   FAX：０８４‐９２８‐１３３１ 

     メール：fukumachi@f-shakyo.net 

 

 
 
 
 
 
 

ボランティア募集 NO.４  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では、不登校や登校しぶりなどの子どもたちのために「子どもの居場所」を開設して 

います。この居場所に来る子どもたちを自家用車で送迎してくれるボランティアを募集しています。 

■活動日 土曜日のうちボランティアさんの都合のつく日 

■活動内容 １３：３０くらいに子どもの自宅へ迎えに行き、１４：００までに福山すこやかセンターへ。 

帰りは、１６：００にすこやかセンターに迎えに来てもらい子どもの自宅へ。 

■実費弁償として１回３０００円を支給します。 

 

ボランティア募集 NO.５  五右衛門風呂の直し方を教えてくれませんか？ 

福山市神辺町東中条にある，ＮＰＯ法人 ミニ介護ハウスあしたばの家が，空き店舗を地域の居場所にする

ために，住民・ボランティアの力を借りて改装作業に取り組んでいます。この空き店舗にある五右衛門風呂の

修理の方法がわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスください。 

■ご都合をあわせて五右衛門風呂にある空き店舗にご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ボランティアのためのサロン「ほっこり」を開催します 

８月６日（木）１３：３０～１５：００ 

内容：『グループホームでの暮らし～障がいのある方の生活を知る～』 

ゲストスピーカー：「福山六方学園 佐藤 秀信さん」（障がい者施設） 

９月１８日（金）１０：００～１１：３０ 

内容：漢方を学びましょう 

ゲストスピーカー：美泉堂薬局 西谷先生（福山市本町） 

場所：福山すこやかセンター２階 ボランティアセンター（２日とも） 

 

●コロナウイルス感染症対策について 
   ・マスクの着用をお願いします。 
   ・入り口でのアルコール消毒・検温にご協力お願いします。 
   ・発熱等、体調にご不安のある方の参加はお控えください。 

   感染症の状況により、講演会・講座を中止させていただく場合があります。 

mailto:fukumachi@f-shakyo.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ボランティア募集 NO.６  施設の入所者と短歌やお話を楽しんでくださるボランティア募集！ 

特別養護老人ホーム プレジール箕島に入所中の、９０代女性の方と一緒に短歌(話し相手)を楽しんで 

くださるボランティアを募集しています。 

  ■日程については施設職員さんと調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度(令和 2年度)福山市障がい者総合支援協議会 

障がい者虐待防止講演会 

虐待につながる 不適切な小さな芽に気づきましょう。 

 

「虐待」は日常生活の中に潜んでいます。 

「虐待」は“人間の尊厳”を脅かす行為であり「見逃さない」「見過ごさない」という 

意識をもつことが必要です。 

だれもが安心して暮らすことのできる地域づくりのため開催します。 

 

日  時 2020年 8月 20日(木) 

13時 30分～15時 00分 (受付 13 時 30分) 

場  所 福山市ものづくり交流館 9階 スカイホール(スタジオA) 

       〒720-0067 福山市西町 1-1-1 エフピコ RIM 

  内  容 行政や障がい者基幹相談支援センターによる、虐待の実態、虐待の事例、 

対応などについて実践報告します。 

定  員 70人 先着順 ＊どなたでもご参加いただけます。 

参 加 費 無料 

申込方法 電話または FAX、メールにて名前・連絡先・所属をお知らせください。 

        ＊手話通訳・要約筆記以外に配慮が必要な方はお知らせください。 

 

申込・問い合わせ先(事務局) 

社協 安心生活見まもりセンター 障がい者基幹相談支援センター(クローバー) 

電 話：(084)973-0968 ＦＡＸ：(084)926-7111 

メール：f-shakyo-kikansoudan＠apricot.ocn.ne.jp 

 

物品の寄付をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

リングプル 

再生業者に引き渡しその売上
金で、貸出事業の福祉機器
（車いす等）の購入や修繕を

行っています。 

 

使用済みカード 

（テレホンカード等の 

各種プリペイドカード） 

買取業者で換金し、ボランテ
ィア事業へ充当しています。 
 

古切手 

①「誕生日ありがとう運動本部」（神
戸市）へ送り、障がいがある方への活
動の資金として活用されています。 

書き損じハガキ 

郵便局で新しいハ
ガキに交換し、ボ
ランティアへの通
信として活用して

います。 

 

②公益財団法人日本
郵趣協会に買い取っ
てもらい、市内のボラ
ンティア活動の資金
として活用します 

みなさんの善意が社会に役立ちます。 



 

 

 

 

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，９月１５日（火）午前中まで にご持参ください。 

参加者募集！ボランティア・アドバイザーによる「ぬるだけ簡単絵はがき」教室   

創作活動「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ます。「ぬるだけ簡単絵は

がき」は，下絵を水性絵具で色をつけてカレンダーに貼ります。誰でも簡単にできます。お気軽にご参加

ください。（創作活動に必要な筆・水差しなどは準備しますので，持参物はありません） 

 

■日  時 毎月第１水曜日 １０：００～１２：００ 

（次回は，８月５日です。「コスモス」と 

「レンゲショウマ」を描きます♪） 

■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人～１０人 

■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 ９月３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 

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 
９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） 

３ 

ほほえみ 

発送作業 
９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。 

 

＜お知らせ＞ 

■介護者のための小さな集い「しゃぼんだま」の開催は、第３木曜日（午後）、ボランティアセンターのみとなります。 

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。 

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 ボランティアセンター 

電話 ０８４－９２８－１３４６ ＦＡＸ ０８４－９２８－１３３１ 

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２９８」（９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，９月１１日（金）午前中まで にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

８月のＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）発送は、お休みします。 

コスモス レンゲショウマ 


