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ボランティア活動に参加したい！
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●住所
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（０８４）９２８－１３４６
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●ホームページ

http://www.f-shakyo.net/
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fukumachi@f-shakyo.net
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福山すこやかセンター内

福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

２０２１年度 神辺・北部地域 要約筆記ボランティア養成講習会開催のお知らせ
「要約筆記」とは難聴・中途失聴の方に話の要点をその場で文字にして伝える筆記通訳です。紙に筆
記したり、ＯＨＰ・ＯＨＣといった機材を使い情報を伝えます。この講習会では、要約筆記を通じて難聴・中
途失聴の方とのコミュニケーション手段の方法を学びます。
■と
き １０月２３日・３０日、１１月６日・１３日（土）１０：００～１２：００（全４回）
■場
所 神辺公民館（福山市神辺町大字川南 3088-１）
■対
象 要約筆記活動に関心がある人
※基本から学ぶので、初心者でも無理なく受講できます。
■内
容 ・要約筆記の技術、講義：「聴覚障がいについて」他、体験発表など
■定
員
■受 講 料
■講
師
■申 込 方 法

お知らせ

１０名 ※先着順（応募締切１０月１５日（金））
５００円（教材費）
神辺要約筆記サークルふきのとう
電話、ＦＡＸ、メール又は郵送で、住所・名前・電話番号・講習会名を社会福祉協議会
ボランティアセンターまで
申込・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 ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１
ＦＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

✿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。
１０月の予定は・・・ １０月１４日（木）１３：３０～１５：００
内 容：日々の活動内容や視覚障がいのある方・盲導犬ユーザーへの理解について
講 師：駅家町視覚障がい者福祉協会「✋（て）をつなＧＯ（ごう）」 比奈 幸三さん
１１月の予定は・・・ １１月１１日（木）１３：３０～１５：００
内 容：地域のサロン活動について・写経体験
講 師：樹徳学区ボランティアの会 代表 北村 敏行さん
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
参加費：１００円（飲み物他）
※９月３０日以降の緊急事態宣言の状況によっては，延期となる可能性があります。

お知らせ

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，カレンダーに貼ります。誰でも簡単にできます。
毎回，終了後にはみんなでコーヒーを飲みながら楽しく談笑しています。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，１０月６日（水）です。「カワラナデシコ」
と「ヒメフウロソウ」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
■費
用 無料
↑ヒメフウロソウ
↑カワラナデシコ
■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
※９月３０日以降の緊急事態宣言の状況によっては，中止となる可能性があります。

講座案内

成年後見制度講演会

講演会では，成年後見制度への理解を深めるとともに，「市民後見人」の意義について市民の視点で考
えます。
講演会終了後に市民後見人養成講座の「オリエンテーション」を開催しますので併せてご参加ください。
■と き １０月１６日（土）１３：３０～１５：３０（受付１３：００～）
■場 所 福山すこやかセンター 1 階 多目的ホール
■定 員
■テーマ
■参加料
■講 師

７０名
「成年後見制度活用と市民後見人」
無料
まつたに社会福祉事務所 松谷恵子先生

市民後見人養成講座
認知症や障がいで判断能力が十分でない人の生活を支える「市民後見人」の養成講座を開催します。
社会貢献活動に意欲と熱意のある方の応募をお待ちしています。
■と き ２０２１年１１月６日（土）～２０２２年２月１２日（土）
上記の内の１１日間で基礎講座 7 日間，実務研修４日間
※別途，３施設での施設体験実習あり
■場 所 福山すこやかセンター
■その他 受講希望者は１０月１６日(土)開催の「成年後見制度講演会」ならびに「オリエンテー
ション」に必ずご参加ください。
■定 員 ３０名（応募者多数の場合は、抽選となります。）
■受講料 無料（但し，テキスト代 5,000 円が必要です。）
※今回からＺＯＯＭ（ズーム）を利用しての受講も可能です。
社協ホームページや各事務所、【福山市】高齢者支援課，障がい福祉課，各支所保健福祉課で開催
要項を配布しています。応募内容などをご確認のうえお申し込みください。
■問い合わせ先 社会福祉協議会 安心生活見まもりセンター（担当 唐川・岩川）
電 話：０８４‐９２８‐１３５３ ＦＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

お家でできるボランティア

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：縦４５㎝×横４５㎝，マチ１６㎝の袋
・窓口で，型に合わせて切った布をお渡しします。その布で作っていただき，
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。
・サイズは目安です。ご自身のお好きな方法で縫っていただいて構いません。
・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

講座案内

↑完成イメージ

福山市自殺対策事業「ゲートキーパー研修会」
あなたもゲートキーパーに
～大切ないのちを守るために私たちにできること～

これまでわずかながらも減少してきた全国の自殺者数ですが，２０２０年度（令和 2 年度）の自殺者数は
増加に転じました。新型コロナウイルス感染症の影響により生活環境が大きく変化しており，今後も自殺のリ
スクの高まりが懸念されます。
自殺対策におけるゲートキーパーとは，悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聴き，必要な支援へつな
ぎ，見守る人のことをいいます。
このコロナ禍において，大切ないのちを守るために私たちに何が出来るのか，一緒に考え，身近な人達
の「生きる支援」をしませんか？
■と き １０月１３日（水）１３：３０～１５：３０（開場１３：００～）
■場 所 福山すこやかセンター２階 地域ケア研修室
■対 象 市民（どなたでも参加できます）
定員４０人※予約制
■講 師 臨床心理士 水谷 剛司さん（医療法人緑風会 ほうゆう病院）
福山市保健所 健康推進課 保健師
■内 容 自殺の現状・ゲートキーパーとは
こころの不調のサインについて
声かけや傾聴のポイント，つなぐ役割について
■申込・問い合わせ先
福山市保健所健康推進課
電 話：０８４‐９２８‐３４２１ 申込締め切り：10 月 8 日（金）まで

緊急事態宣言中の対応について

お知らせ

【行事中止】
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から，次の日程で開催予定のボランティアセンターでの
行事を中止いたします。
・ほほえみ発送作業：９月２７日（月）
９月３０日以降も緊急事態宣言が継続された場合，宣言期間中のボランティアセンターの行事は中止
とさせていただきます。
【ボランティアセンターの利用について】
緊急事態宣言が発令されている間（９月３０日まで）は，ボランティアセンターの使用は中止させていた
だきます。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

ボランティア募集の申込先
■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
活動に参加いただける場合は，右のＱＲコード（メール作成フォーム）もご利用ください。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ＮＯ．を入力し送信してください。
次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．３０９」（１０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，１０月１５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，１０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
再生封筒

１

づくり
活動場所

２

活動日

活動時間

１０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

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）

ボランティア
情報誌発送
１０月２１日（木）
作業
活動場所

内 容

封筒のサイズに合わせて情報誌やチ
10：00 ～ 11：30 ラシを折る，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。
■掲載した「募集情報」は，新型コロナウイルス感染症の感染状況により，告知なしで中止・延期
になる場合がありますので，ご了承ください

