ボランティア活動に参加したい！
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●ホームページ
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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）

2022 年度（令和 4 年度）

福山市障がい者総合支援協議会 第 1 回 研修会
研修会では障がい当事者が抱える暮らしにくさや「こうなったら助かる」という思いなどを，障がい者総合支
援協議会の委員，または委員の推薦を受けた方々からお話をいただき，障がいを持つ方やその家族の「自分ら
しく生きる」について，参加者と共に考えます。

シンポジウムのテーマ

自分らしく

生きる

とは？

シンポジスト
（１）

知的・発達障がい者の立場 福山手をつなぐ育成会 理事長 槙本里子さん

（２）

身体障がい者の立場 福山市身体障害者団体連合会 理事長 菅原 晃さん

（３）

精神障がい者の立場 ＮＰＯ法人 びぃあらいぶ 山根 学さん・スタッフ 坂本英史さん

日 時

2022 年（令和 4 年）7 月 28 日（木）13 時 30 分～15 時（受付 13 時～）

場 所

福山すこやかセンター 多目的ホール

定 員

60 人（※先着順）

参加費

無料 ※手話通訳・要約筆記あります。その他配慮が必要な方は，事務局にご連絡ください。

対 象

どなたでも参加できます

★研修会終了後の 15 時 15 分～16 時 15 分に同じ場所でネットワーク会議を開催し，障がい者総合支援協
議会の活動報告を行います。こちらもどなたでも参加できます。

申込・問い合わせ先
福山市社会福祉協議会 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）
〒７２０－８５１２ 福山市三吉町南二丁目１１－２２
電 話：０８４－９７３－０９６８ ＦＡＸ：０８４－９２６－７１１１
メール：f-shakyo-kikansoudan@apricot.ocn.ne.jp

ボランティア募集ＮＯ．７

２０２２西日本ジュニア体操競技選手権大会ボランティア募集！

日

程

７月２２日（金）～７月２７日（水）

会

場

エフピコアリーナふくやま（福山市総合体育館）
〒７２０-０８２３ 福山市千代田町 1 丁目１-２

内

容

体操器具の設営

7 月 22 日（金） 募集人数 30 名
９：００～１２：３０（予定） ８：３０集合

受付・採点等の事務

7 月 23 日（土）～27 日（水） 募集人数２０～30 名
８：３０～１８：００ ８：００集合

※競技日程により開始時間が 1 時間遅くなる日もあります。
※27 日最終日は１５：３０～１８：００まで「体操器具の解体・片付け」
※服装については，初日・最終日の準備・片付けは動きやすい服装、2 日目から上着は大会Ｔシ
ャツ支給、ボトムズは紺・グレー系のジャージ・スラックス・スカートでお願いします。
◎当日は，お弁当等を準備します。◎午前中のみ，午後のみでもかまいません。
申込締切

6 月 30 日（はやめにお申し込みいただければ幸甚です）

申込・問い合わせ先
福山市体操協会事務局 担当：村上 電話：090-4656-8933 FAX:084-953-1775
メール：taikyo33@gmail.com

幕山長寿会（老人クラブ）が「古タオル」を募集しています！ご協力ください。
幕山長寿会では，雑巾（ぞうきん）をつくり，小学校・福祉施設・社会福祉協議会に寄付をされています。
現在，古タオルなどが不足している状況です。そこで,社会福祉協議会にボランティア登録されているみな
さんにも広くお声をかけさせていただき，寄付を募ることになりました。ご家庭で不要になった古タオル（フ
ェイスタオル）がありましたら,お手数ですが,次の場所までご持参ください。
お持ちいただく場所：福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
電話：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）
●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 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

2022（令和 4）年度

災害ボランティア事前登録者を募集します！
広島県内でも，令和 3 年大雨災害では１０００人を超える事前登録者のうち約３７０人がボランティア活動
に参加くださり，被災者を支える大きな力となりました。
コロナ禍において全国から応援が得にくい状況の中で，災害が起きたときに被災者を支える体制づくりと
して，２０２２（令和４）年度災害ボランティア事前登録者を募集します！
登録した市区町で災害が発生し，ボランティアの力が必要な場合は，メールで案内が届き，活動していただ
くことになります。
重労働は難しい方も，ボランティアセンターの運営の手伝いや，資機材の整理・清掃等もありますので，是
非登録をお願いします。
いざという時のために，日頃からできる備えとして，多くの皆さまのご協力と登録をお願いします。
※事前登録は毎年度必要ですので，昨年度登録いただいた方も，再度登録をお願いします。

申込・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 ＦＡＸ：084-928-1331

広島県社会福祉協議会 広島県ボランティアセンター 電話：082-254-３５０６ ＦＡＸ：082-256-2228

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。
７月の予定は… ７月１４日（木）１３：３０～１５：００
内 容：「認知症のあれやこれや」
みんなで認知症についてざっくばらんに話しましょう！
講 師：一般社団法人はるそら 杉原 玲子さん
※８月の第２木曜日は祝日のため、お休みします。
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
参加費：１００円（飲み物他）

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，季節の花の絵はがきを作ります。誰でも簡単にできます。
この教室で習って地域活動やボランティア活動にお役立てください。（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）
7 月は「ボックスセージ」と「ハナスベリヒユ」を色つけします。
■ 日 時 ７月６日（水） １０：００～１２：００
■ 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 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
ボックセージ
ハナスベリヒユ

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．３１７」（７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，７月８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，７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
福山市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

活動日

活動時間

７月 ７日（木）

10：00 ～ 11：30

内 容

．

再生封筒
１

づくり
活動場所

福山すこやかセンター２階

情報誌

ほほえみ
３

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシ
７月２１日（木）

10：00 ～ 11：30

発送作業
活動場所

発送作業
活動場所

業

地域ケア研修室（三吉町南２－１１－２２）

ボランティア
２

不要になった紙を利用して封筒を作る作

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）
封筒のサイズに合わせて福祉だよりを

７月２５日（月）

10：00 ～ 11：30

折る，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。

