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．３０３

●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

発行日：2021.3.18

●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）

手話講習会（入門編） 受講者大募集！！手話を学ぼう 手話で話そう
「これから手話を始めてみたい！」という方を対象にした講習会です。手話を通じて，聞こえない人とのコ
ミュニケーション手段を楽しく学びます。どうぞ，ご参加ください。
会

場

日

程

曜日と時間

福山すこやかセンター

（三吉町南）

４月１９日～９月１３日

毎週月曜日 １０：００～１２：００

福山労働会館 みやび

（南蔵王町）

４月１９日～９月１３日

毎週月曜日 １４：００～１６：００

かんなべ市民交流センター （神辺町）

４月 ７日～８月２５日

毎週水曜日 １９：００～２１：００

東部市民センター

（伊勢丘）

４月 ８日～９月 ２日

毎週木曜日 １９：００～２１：００

北部市民センター

（駅家町）

４月 ９日～９月 ３日

毎週金曜日 １９：００～２１：００

● 参加対象

市内に居住または勤務場所があり，初めて手話を学ぶ中学生以上の方。

● 定

員

各会場１０人（定員になり次第，締め切らせていただきます。）

● 費

用

３，５００円【テキスト（ＤＶＤ付）代等】

● 申込方法

電話，ＦＡＸ，郵送またはＥメールで，講座名（講座番号）・住所・
名前・電話番号をお知らせください。

● 申込先

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）
電

話：

メール：

０８４－９２８－１３４６ ＦＡＸ ０８４－９２８－１３３１
fukumachi@f-shakyo.net

フードたすけあいネットの食品を入れるための袋を作っていただけませんか？
社会福祉協議会は，新型コロナウイルス感染症にかかわる失業，休業が広がるなかで，日々の食事に困窮さ
れている方へ，市民の皆さまから寄付していただいた食品をお渡しする，
「フードたすけあいネット」を行って
います。そこで，食品を取りに来られた方が，食品を入れて持ち帰るための袋を作ってくださる方を募集しま
す。
希望するサイズ：４５㎝×４５㎝，マチ１６㎝の袋
・型に合わせて切った布をお渡ししますので、完成したものを社会福祉協議会まで
持参または郵送してください。
・ご自身でお持ちの布で作っていただいても構いません。

■問い合わせ先 社会福祉協議会

ボランティアセンター

（電話：０８４－９２８－１３４６）

↑完成イメージ

ボランティア募集ＮＯ.15

一人暮らしの高齢者とお話を楽しんでくださるボランティア募集！

南手城町にお住いの６０歳代の男性が，話し相手になってくれるボランティアを求めています。コロナ

禍で，近所に外出できる場が少なく，家に引きこもりがちになっているため，おしゃべりを楽しみたいと
希望されています。
初めて活動する際は，社会福祉協議会の職員もご一緒し，顔合わせを行います。ご協力お願いします。
■活動の頻度 週１～２回 午後（３０分程度）
■場
■そ

所 ご本人の自宅，または近くの公園
の

他 できれば，男性を希望します。

■問い合わせ・申し込み先

社会福祉協議会 ボランティアセンター
電

話：０８４‐９２８‐１３４６

Ｆ ＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

ボランティア募集ＮＯ．１６

地域のサロンへの同行ボランティア募集！
（依頼団体：地域包括支援センター引野）

引野町にお住いの８０歳代の女性と一緒に，近くのサロンへ徒歩で送迎してくださる方を募集していま
す。自宅マンションから歩いて１０分ほどのサロンまでの道のりを，女性の見守りを兼ねた同行をお願いし
ます。ボランティアさんも一緒にサロンに参加することも可能です。
ご本人の楽しみとなっているサロン参加への支援にご協力をお願いします。
■活動日時 毎月第３水曜日（午後）
■活動場所 自宅（引野町）からサロンまでの往復
■募集人数 １人
■そ の 他 できれば，女性を希望します。
初めて活動する時は地域包括支援センターの職員がご一緒し顔合わせを行います。

■問い合わせ・申し込み先

社会福祉協議会 ボランティアセンター
電

話：０８４‐９２８‐１３４６

Ｆ ＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

ボランティア募集ＮＯ.１７

一人暮らし高齢者宅のゴミ出しボランティア募集！

沖野上町にお住いの，一人暮らしの高齢者（９０歳代・女性）が，可燃ゴミを出してくれるボランティ
アを求めています。依頼者は，自宅からゴミステーションまで，重いものを持って運ぶことが難しいため，
ボランティアの募集に至りました。
依頼内容は，プラスチックごみの日（水曜日）の朝に，依頼者宅へゴミを取りに行き，近くのゴミステ
ーションまで持っていってもらうものです。活動の頻度・時間・ゴミの出し方はボランティアさんと相談
して決めていきたいと思います。
初めて活動する際は，社会福祉協議会の職員もご一緒します。ご協力お願いします。
■問い合わせ・申し込み先

社会福祉協議会 ボランティアセンター
電

話：０８４‐９２８‐１３４６

Ｆ ＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

２０２１年度(令和３年度)ボランティア活動保険の加入申込受付を開始しています！
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償する２０２１年度ボランティア
活動保険の加入受付を開始しました。
対象にならない活動や事故によっては、お支払いできない場合があります。
詳しくはボランティアセンター職員におたずねください。
●ボランティア活動保険
基本プラン,天災・地震補償プランの２つのコースがあります。

加入プラン

年間保険料

加入プラン

年間保険料

基本プラン

３５０円

天災・地震補償プラン

５００円

●補償期間

２０２１年（令和３年）４月１日 午前０時～
２０２２年（令和４年）３月３１日 午後１２時まで

●問合せ・加入受付先
福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）
電話（０８４） ９２８－１３４６

FAX（０８４） ９２８－１３３１

新市事務所

電話（０８４７）５２－５１１５） FAX（０８４７） ４０－３１４３

神辺事務所

電話（０８４） ９６３－３３６６

FAX（０８４） ９６０－００８６

松永事務所

電話（０８４） ９３０－４１１０

FAX（０８４） ９３０－４１９２

東部事務所

電話（０８４） ９４８－０７６６

FAX（０８４） ９４８－０７６９

沼隈内海分所（月・木曜日 ８：３０～１２：００）
電話（０８４）９８０－７７２２

FAX（０８４）９８０－７７２３

ボランティアのためのサロン「ほっこり」を開催します
「ほっこり」は，ボランティアアドバイザーが開く，ボランティアの交流の場です。ゲストスピーカ
ーのお話を聞いて，ボランティアの悩みや喜びなどを共有でき，気持ちがほっこりする場です。
４月の予定は… ４月８日（木）１３：３０～１５：００
内

容：フードバンク福山の活動について

講

師：フードバンク福山

小幡

健三さん

５月の予定は… ５月１３日（木）１３：３０～１５：００
内

容：マスクに簡単プリント♪

講

師：ボランティアアドバイザーのみなさん
サランラップやクッキングシートを使って布マスクに写真をプリントしま
す！こちらでもイラスト・写真の準備はしますが，ご自身がプリントしたい
写真（ペットやご家族など）やイラスト等があれば，普通紙にプリントアウ
トしてご持参ください。
※材料の準備が必要なため，事前予約をお願いします！

場 所：福山すこやかセンター２階
参加費：１００円（飲み物他）

ボランティア活動センター（２日とも）

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，カレンダーを作ります。誰でも簡単にで
きます。毎回，終了後にはみんなでお茶を飲みながら楽しく交流しています。
（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）
４月は、「春の風景」と「ホトケノザ」を色つけします。
■日
時 毎月第１水曜日 １０：００～１２：００
（次回は，４月７日です。）
■場
所 福山すこやかセンター２階 ボランティア活動センター
↑春の風景
■募集人数 ５人～１０人
■費
用 無料
←ホトケノザ
■問い合わせ先 社会福祉協議会 ボランティアセンター
（電話：０８４－９２８－１３４６）

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，４月１３日（火）午前中まで にご持参ください。

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．３０３」（４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，４月９日（金）午前中まで にご連絡ください。

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
メールでも申し込みができます。上の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

ほほえみ
１

発送作業
活動場所
づくり
活動場所

３月２５日（木）

10：00 ～ 11：30

情報誌発送

４月

１日（木）

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

不要になった紙を利用して封筒を作る作
業

地域ケア研修室（三吉町南２－１１－２２）
封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシ

４月１５日（木）

10：00 ～ 11：30

作業
活動場所

折る，シールを貼る，封入する等の簡単
な作業

ボランティア
３

内 容
封筒のサイズに合わせて福祉だよりを

福山すこやかセンター２階

再生封筒
２

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。

