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
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●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）

「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２２日・２９日，１１月５日・１２日（土）１０：００～１２：００（全４回）
■場
所 神辺公民館 ２階 第５研修室（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。
■定
員
■受 講 料
■講
師
■申 込 方法

１０名 ※先着順（応募締切１０月１４日（金））
５００円（教材費）
神辺要約筆記サークルふきのとう
住所・名前（ふりがな）・電話番号・講習会名を，電話・ＦＡＸ・メールまたは郵送でお申
込みください。

視覚障がい者の方への点字図書の増冊・普及や，点字文書の翻訳・作成などをする点訳ボランティア
の講習会です。
■と
き １２月８日・１５日・２２日，１月１２日・１９日・２６日（木）１３：３０～１５：３０（全６回）
■場
所 福山すこやかセンター
■対
象 福山市在住の方で，講座終了後も継続してグループに参加，活動できる方
■定
員 １０名 ※先着順
■受 講 料 ６００円（テキスト代）
■申 込 方 法 住所・名前（ふりがな）・電話番号・講習会名を，電話・ＦＡＸ・メールまたは郵送でお申
込みください。
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
メ‐ル：f-shakyo@blue.ocn.ne.jp
〒720-8512 福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 福山すこやかセンター内

講座案内
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１５日（土）１３：３０～１５：００（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 ７０名
■テーマ 「成年後見制度と市民後見人」
■参加料 無料
■講 師 まつたに社会福祉事務所 松谷恵子先生

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 ２０２２年１１月５日（土）～２０２３年２月４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１５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。）
※対面とＺＯＯＭ（ズーム）を利用してのハイブリット受講も可能です。
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 浅野・岡野）
電 話：０８４‐９２８‐１３５３ ＦＡＸ：０８４‐９２８‐１３３１

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。
１０月の予定は・・・ １０月１３日（木）１３：３０～１５：００
内 容：絵手紙の描き方講座 ～見て・描いて楽しい絵手紙～
講 師：福山市老人大学 絵手紙科 講師 瀬尾 千富さん
※材料の準備が必要なため，事前予約をお願いします
１１月の予定は・・・ １１月１０日（木）１３：３０～１５：００
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
参加費：１００円（飲み物他）
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

ボランティア募集ＮＯ.１０

音楽祭の運営ボランティア募集！

福山市視覚障害者地域活動支援センターが，視覚障がい者が関わるバンド又は個人の方が様々な楽器の
演奏を披露する音楽祭を開催します。当日の受付や誘導等、運営の補助をお手伝いしていただけるボランテ
ィアを募集します。
■活動日時 10 月 2 日（日）１１：００～１６：００
■活動場所 神辺文化会館 小ホール （神辺町大字川北 1155-1）
■集合場所 神辺文化会館 １階ロビー
■内容

受付、館内外・会場内での来場者・出演者の誘導等及び催事運営の補助
※視覚障がい当事者（来場者・出演者）への声掛け、移動サポート

■募集人数 10 人
■駐車場

あり

■そ の 他 当日、事前の打ち合わせを行います。
■問い合わせ・申し込み先 福山市視覚障害者地域活動支援センター
電

話：０８４‐925‐４０６８ Ｆ Ａ Ｘ：０８４‐９４４-3222

ボランティア募集ＮＯ.１１

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

ゲートキーパー研修会を開催します！
テーマは，「あなたもゲートキーパーに～身近な人の『いのち』を支えるためにできること～」です。
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。
あなたも大切ないのちを支えるために，ゲートキーパーとしてできることから始めてみませんか？
【日時】2022 年（令和 4 年）10 月 28 日（金）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
【講師】福山友愛病院：精神保健福祉士 大月洋明さん
【対象】市民（定員：50 名）※予約制
【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
【参加費】無料
【申し込み・問い合わせ先】10 月 21 日（金）までに，健康推進課へ電話で予約。
健康推進課：（084）928-3421

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ていきます。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５日（水）です。「ミズヒキ」
と「サワギキョウ」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
■問い合わせ先 社会福祉協議会 ボランティアセンター
↑サワギキョウ ↑ミズヒキ
電 話：０８４‐９２８‐１３４６ ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

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．３１９」（１０月２０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１２日（水）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１７日（月）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

活動日

活動時間

内 容

１

再生封筒
づくり

１０月 ６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

２

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２０日（木）
作業
活動場所

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。

