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．３１５
発行日：2022.5.19

●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）

福山市ボランティア連絡協議会は，５月８日（日）に，3 年
ぶりに開催された「２０２２ＪＦＥ西日本フェスタ in ふくやま」
へ参加し，ボランティア活動や盲導犬について啓発しました。
子どもたちのために，輪投げとゴルフゲームも行いました。
これが大人気で，「輪投げしたい」と，子どもたちが集まってき
きました。子どもは，ゲームで楽しんでもらい，その家族へも
ボランティア活動の取組を紹介しました。
また，皆さまから盲導犬への募金も快く協力していただき
ました。
■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

ボランティア募集ＮＯ.３

Ｆ Ａ Ｘ：０８４‐９２８‐１３３１

子どもの居場所への送迎ボランティア募集！

福山市社協では，子どもたち（小学生から中学生）が集い，学習やレクリエーションなどを行う「居場所」を
開催しています。子どもさんの自宅から福山すこやかセンターの「居場所」まで送迎していただけるボランテ
ィアを募集します。
■活動日時 毎週土曜日

１４：００～１６：００（この前後の送迎をお願いします。）

■活動場所 福山すこやかセンター
■募集人数 ４人
■そ の 他 １回あたり交通費等の実費弁償として，３,０００円（往復）を支給します。
自家用車での送迎をしていただき，搭乗者の保険は社会福祉協議会で加入・負担します。
初めて参加する場合は，オリエンテーションをします。
■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 Ａ Ｘ：０８４‐９２８‐１３３１

ボランティア募集ＮＯ.４

話し相手のボランティア募集！

御幸町の４０代の男性の自宅に訪問し，話し相手をしていただけるボランティアを募集しています。
■日 時 月曜日と水曜日以外の午後，週 1 回 1 時間程度
■場

所 ご本人の自宅

■その他 初めて訪問する際は，社協職員も一緒に伺います。ご協力お願いします。
■問い合わせ・申し込み先
電

ボランティア募集ＮＯ.５

社会福祉協議会 ボランティアセンター
話：０８４‐９２８‐１３４６

ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

話し相手のボランティア募集！

山手町の４０代の女性の自宅に訪問し，話し相手をしていただけるボランティアを募集しています。
■日 時 金曜日の午前中，週 1 回 1 時間程度
■場

所 ご本人の自宅

■その他 初めて訪問する際は，社協職員も一緒に伺います。ご協力お願いします。
■問い合わせ・申し込み先
電

ボランティア募集ＮＯ.６

社会福祉協議会 ボランティアセンター
話：０８４‐９２８‐１３４６

ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

囲碁を一緒に楽しんでくれるボランティア募集！

新市町の４９歳の男性の自宅に訪問し，囲碁を一緒にしてくださるボランティアを募集しています。
■日 時 平日の１６：３０または１７：００から１時間程度
活動頻度などはご本人と相談しながら決めます。
■場

所 ご本人の自宅

■その他 初めて訪問する際は，社協職員も一緒に伺います。ご協力お願いします。
■問い合わせ・申し込み先
電

社会福祉協議会 ボランティアセンター
話：０８４‐９２８‐１３４６

ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

「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）

●レトルト食品（レトルトカレー・丼など）

●保存食品（缶詰・瓶詰など）

●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 ボランティアセンター
電話：０８４－９２８－１３４６

ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

お知らせ

パソコンボランティア養成講座を開催します！
「視覚障がい者むけ音声パソコン・サポートボランティア 体験者募集！！」

この講座は，音声パソコンボランティアとして，視覚に障がいをもたれている方へサポートする上での姿勢
を学び，必要なスキルの習得を目指すための講座です。
ご自身のスキルアップにもつながります。ご興味のある方は，是非ご参加ください。
日

時

2022 年 6 月 8 日・15 日・22 日・29 日（全 4 回） １３：３０～１５：３０

と こ

ろ

福山市市民参画センター ２階セミナールーム又は交流サロン
福山市本町１番３５号

内

容

参

加 費

対

象

申込締切日

電話（０８４）９２３－９００５

音声ソフトを使用しながら，マウスを使わないキーボードでのパソコン操作を学ぶ
無料 ※筆記用具・ノートパソコン（Windows8.1 以上）をご持参ください
基本的なパソコン操作ができ，受講後継続して活動ができる方
２０２２年６月６日（月）１７：００ （電話又はメールにて）

申込・問い合わせ先
福山市視覚障害者地域活動支援センター

担当：掛谷・石本

電話：（０８４）９２５－４０６８

E-mail：bwz10528@eye-fukuyama.jp

開所時間 ９：００～１７：３０

土曜・祝日・第１，３，５日曜日は休所

お知らせ

✿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。
６月の予定は…６月９日（木）１３：３０～１５：００
内

容：新聞ちぎり絵で暑中見舞いのハガキを作ろう！

講

師：ボランティアアドバイザーのみなさん

新聞のカラー紙面をちぎって貼り付け，絵を描きます。
コロナ禍でなかなか会えない人に，おたよりを送ってみて
はどうでしょうか…
↑イメージ

※材料の準備が必要なため，事前予約をお願いします！
７月の予定は…７月１４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

ボランティア活動センター（２日とも）

参加料：１００円（飲み物他）
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 ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

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）
５月は、「スズラン」と「エヒメアヤメ」を色つけします。
■日

時 毎月第１水曜日 １０：００～１２：００
（次回は，６月１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

↑キキョウソウ ↑カキラン

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，６月１４日（火）午前中まで にご持参ください。

次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．３１６」（６月１６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，６月１０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
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
再生封筒

１

づくり

活動日
６月２日（木）

活動時間
10：00 ～ 11：30

内 容
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
２

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を折
６月１６日（木）

10：00 ～ 11：30

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。

