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．３１３
発行日：2022.3.17

●住所

〒720-8512 福山市三吉町南２－１１－２２

●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）

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１８日～９月２６日

毎週月曜日

１０：００～１２：００

福山労働会館

（南蔵王町）

４月１８日～９月１２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１３日～８月３１日

毎週水曜日

１９：００～２１：００

西部市民センター

（松永町）

４月１４日～９月

８日

毎週木曜日

１９：００～２１：００

（三吉町南）

４月１５日～９月

９日

毎週金曜日

１９：００～２１：００

みやび

福山すこやかセンター

● 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： ０８４－９２８－１３４６ ＦＡＸ ０８４－９２８－１３３１
メール： f-shakyo@blue.ocn.ne.jp

「フードたすけあいネット」に引き続きご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響で日々の食事に困っている方の支援を目的に，社協では，家庭で眠って
いる食品や日用品をご提供いただき，必要とされている方々に配布する「フードたすけあいネット」に取り
組んでいます。
ご提供いただける食品・日用品がありましたら，引き続きご協力をお願いします。
【ご提供いただきたい食料品・日用品】
●玄米・白米・パックご飯

●麺類（袋麺・カップ麺・乾麺）

●保存食品（缶詰・瓶詰など）

●レトルト食品（レトルトカレー・丼など） ●トイレットペーパー・ティッシュペーパー等
※食料品は賞味期限が１か月以上残っているもの
問い合わせ先

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：０８４－９２８－１３４６

ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

お知らせ

『屋根の上に吹く風は』上映会を開催します！
（依頼団体）ありのままを生かせる学校をつくる会

ありのままを生かせる学校をつくる会が主催で，
『屋根の上に吹く風は』という映画の上映会が開催
されます。この映画は，鳥取県智頭町にある新田サドベリースクールについてのドキュメンタリーで
す。映画をみて，子どもも大人も“ありのまま”共に楽しみ、内に秘める“好き”からとことん学べ
る，ワクワクする学校づくりを一緒に考えてみませんか？
ありのままを生かせる学校を一緒につくってくださる方を募集中です。
◆日

時：２０２２年４月１７日（日）
映画『屋根の上に吹く風は』
（監督：浅田さかえ，配給：グループ現代）
【１部】上映１０:００～１２:００ シェア会１２:００～１３:００
【２部】上映１４:００～１６:００ シェア会１６:００～１７:００

◆定

員：各部４０名まで

◆場

所：薮路集会所（千田町１丁目３６-５）

◆駐車場：モノベ歯科（千田町１丁目３５-１）
◆参加費：有（事前申込み・当日申込み別料金）※詳しくはお問い合わせください。
◆主

催：ありのままを生かせる学校をつくる会

◆申込先：三好 ０９０－９７３８－６５８２／tengurikappa25-hm@ymobile.ne.jp
橘高 ０８０－２９４１－５９１２／kikkoro356@gmail.com

ボランティア募集
（愛称：しゃきしゃき応援隊）
誰かの役に立ちたい 学んだ知識を活かしたい 人と関わるのが好き！
そんな認知症予防のための手助けをしていただける人を募集しています。
◆内

容

学習療法（学習を行うことにより，認知機能・コミュニケーション機能などの
維持・改善を図るもの）のサポートや参加者への声かけ
※教室は主に専門職スタッフが運営します。

◆実施時期

２０２２年４月～２０２２年９月の木曜日１３時～１６時（計１８回）
※事前に参加日程の調整を行いますので、可能な日程のみご参加ください。

◆会

場

ＪＡ蔵王支店集会所（福山市蔵王町２丁目１２－４３）

◆持 参 物

飲み物・筆記用具

≪事前説明会≫
４月１４日（木）１３：００～１６：００
４月１日（金）までにお電話でお申し込みください。
問合せ・申込先

福山市地域包括支援センター南蔵王

担当：高田

ＴＥＬ（０８４）９４０－１１３０

「鳩の会」新規会員募集！！
活 動 内 容：福山市社会福祉協議会に寄付いただいた，古切手・ベルマーク・テレホンカード・書き
損じのハガキ・リングプル等をボランティアセンターで整理しています。
活動日時・場所：毎月第 1・3 水曜日

10:00～12:00 福山すこやかセンター2 階ボランティアセンター

興味のある方は，下記問い合わせ先までご連絡ください
問い合わせ先

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

２０２２年度(令和４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２０２２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，福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）職員へお問い合わせください。
●ボランティア活動保険
基本プラン,天災・地震補償プラン,特定感染症重点プランの３つのコースがあります。
※特定感染症重点プランを新設しました
加入プラン

基本プラン

保険料

350円

天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

500円

550円

●補償期間 ２０２２年（令和４年）４月１日 午前０時～
２０２３年（令和５年）３月３１日 午後１２時まで
※４月１日適用の場合は３月３１日までに加入手続きが必要です
●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

お知らせ

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，ボランティアをする中での悩みや喜びなどを共有したりすること
で気持ちがほっこりする場です。
ウクレレの演奏体験

４月の予定は… ４月１４日（木）１３：３０～１５：００

もできます♪

内

容：ウクレレ演奏と茶話会

講

師：駅家東脳トレウクレレサロン 中井 圭司さん

５月の予定は… ５月１２日（木）１３：３０～１５：００
内

容：調整中です

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）
■日
時 毎月第１水曜日 １０：００～１２：００
（次回は，４月６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
■募集人数 ５人～１０人
■費
用 無料
■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

春蘭

ミツバアケビ

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，４月１９日（火）午前中まで にご持参ください。

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．３１４」（４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，４月１５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
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。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
ほほえみ

１

発送作業

活動日

活動時間

内 容
封筒のサイズに合わせて福祉だよりを

３月２５日（金）

10：00 ～ 11：30

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）
再生封筒
２

づくり

４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

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）
ボランティア
３

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
４月２１日（木）

10：00 ～ 11：30

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）

■ 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。

