
２０１２年度ボランティア活動保険の加入申し込みのお知らせ 

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 2012 年度ボランティア

活動保険の加入受付を行っています。詳しくはおたずねください。 

● 年間保険料 基本タイプ A  ２８０円  B ４２０円（天災 A ４９０円 天災 B ７２０円） 

● 補償期間  ２０１２年４月１日午前０時～２０１３年３月３１日午後１２時まで 

 

【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）９２８－１６２２ 

 

 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 

「東日本大震災義援金」の受け付け期間が延長されました！ 
東日本大震災による被災者に対し、多くの皆さまより義援金をお寄せいただいております。 

お寄せいただきました義援金は、被災都道県に配分するため、「義援金配分割合決定委員会」が

設置され、この委員会で、被災状況に応じそれぞれの被災都道県に設置された義援金配分委員会

を通じ、被災された方々へお届けしているところです。 

日本赤十字社などへお寄せいただいた義援金は、１０月２８日現在で、３，３４０億円となり、

このうち、すでに約９割の３，０５０億円が被災となった都道県に送金されています。（厚生労働

省公表） 

全国から復興のための支援活動が続いていますが、相当の期間が必要とされ、今後も引き続き

義援金の募集を行いますので、皆さまからの温かいご支援をお願いいたします。 

１．取扱期間１．取扱期間１．取扱期間１．取扱期間        ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年((((平成平成平成平成 24242424 年年年年))))９９９９月月月月３０日（日３０日（日３０日（日３０日（日）まで）まで）まで）まで    

２．義援金窓口  通常払込み （ゆうちょ銀行・郵便局） 

口座記号番号   ００１４０－８－５０７ 

口座加入者名   日本赤十字社 東日本大震災義援金 

※ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みをされた場合、手数料は免除されます。 

※窓口でお受取りいただきました半券（受領証）は、寄付金控除申請の際にご利用いただけます

ので、大切に保管してください。 

３．問い合わせ先 

日赤広島県支部福山市地区（事務局：福山市社協） 

  電話：（０８４）９２８－１３３０ ファックス：（０８４）９２８－１３３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さんまい橋日記」「さんまい橋日記」「さんまい橋日記」「さんまい橋日記」http://fhttp://fhttp://fhttp://f----shyakyo.blog.ocn.ne.jp/shyakyo.blog.ocn.ne.jp/shyakyo.blog.ocn.ne.jp/shyakyo.blog.ocn.ne.jp/        

日々の社協の様子（社協職員も多数登場！）や、ボランティア 

で活動している人の様子などを楽しく紹介したブログをアップ 

しています。ほぼ毎日更新しているので、ぜひチェックしてくださいね。 

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２０１」は、４月１９日（木）発行予定です。 

次号の TUNAGU（つなぐ）にボランティア募集の掲載記事を希望されるグループ・団体は、 

４月１６日（月）までにご連絡ください。 

クリック！ 

検索 さんまい橋日記 

２０１２年度ボランティア活動保険の加入申し込みのお知らせ 

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 2012年度ボランティア

活動保険の加入受付を行っています。詳しくはおたずねください。 

● 年間保険料 基本タイプ A  ２８０円  B ４２０円（天災 A ４９０円 天災 B ７２０円） 

● 補償期間  ２０１２年４月１日午前０時～２０１３年３月３１日午後１２時まで 

 

【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）９２８－１６２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災（３．１１）から１年・・・ 

なお３４万４千人が避難生活   

死者１５,８５４人 行方不明者３,１５５人 

    被災地の復興への足取りは重い。 

ボランティアセンターは、被災地の復興支援を引き続き行います。 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災者の皆さんが早く普通の生活被災者の皆さんが早く普通の生活被災者の皆さんが早く普通の生活被災者の皆さんが早く普通の生活    

に戻れるよう願っています。に戻れるよう願っています。に戻れるよう願っています。に戻れるよう願っています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

おうぎかい 

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） 

●住所 〒720-8512 福山市三吉町南 2-11-22 福山すこやかセンター内 

●電話 ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 
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 ５,０００羽の鶴をボランティア８名

で祈りを込めて折りました。 

３月１１日（日）に行われたの宮城県

岩沼市の東日本大震災追悼式典岩沼市の東日本大震災追悼式典岩沼市の東日本大震災追悼式典岩沼市の東日本大震災追悼式典に祈鶴

しました。 

ご冥福をお祈り申しあげます。 

福山市社会福祉協議会は、職員派遣で

活動していました岩沼市社会福祉協議会岩沼市社会福祉協議会岩沼市社会福祉協議会岩沼市社会福祉協議会

を応援するために、福山市自治会連合会

４０周年記念大会で支援金の募金活動を

行いました。 

募金で被災者交流の場やサロンなどの

集いの場で使うホットプレートなどを購

入しました。 

 

３月７日に発送しました 

岩沼市へ 

３月１３日に発送しました 

避難生活を送っている方

の交流で広島風お好み焼き広島風お好み焼き広島風お好み焼き広島風お好み焼き

をみんなで作る予定です。 

 

今年も一年間ボランティア活動にご協力いただき、ありがとうございました。今年も一年間ボランティア活動にご協力いただき、ありがとうございました。今年も一年間ボランティア活動にご協力いただき、ありがとうございました。今年も一年間ボランティア活動にご協力いただき、ありがとうございました。    
    

    

社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、毎月１回『ボランティアバンク情報誌～ＴＵＮＡＧＵ』を

発行させていただいておりますが、新年度にあたり、「ボランティアバンク情報誌」の郵送を継続して希望

されるかどうか皆様のご意向を伺いたいと思います。 

引き続きボランティア情報誌の郵送を希望される方は、ボランティアセンターご連絡をお願いします。 

なお、連絡のない方については、４月より郵送を中止させていただきますので、ご了承ください。 

※郵送を希望されない場合でも、ボランティアバンク登録は継続させていただきます。 

 お手数おかけしますがご協力をお願いいたします。 

あの日を忘れない！ 



ボランティア募集 NO.235    早春の熊野の野山を利用者と一緒に歩きませんか？【野山歩き・障がいのある児童】 

福山市沼隈町にある障がいのある児童の施設「ゼノ」やまびこ学園日中一時支援事業所ぷくぷくの 

児童(中・高校生)がハイキングにチャレンジします。ハイキング初心者！という方でも大歓迎です。 

子どもたちと一緒にチャレンジをしてくれるボランティアを募集しています。 

場所は、福山市熊野町周辺の熊ヶ峰の登山コースです。各グループ７人の児童と施設職員３人になって

歩きます。その時に子どもたちに励ましの声かけや、見守りをしていただきたいです。施設職員が役割

を分担しますので、歩くことが好きな方でしたらどなたでも参加できる活動です。 

● 活動日時 ３月２０日（火） ８：００～１９：００（募集人数５名） 

３月２４日（土） ８：００～１９：００（募集人数５名） 

３月３１日（土） ８：００～１９：００（募集人数５名） 

● 集合場所 「ゼノ」やまびこ学園（福山市沼隈町草深 1212：地図の送付可能です） 

● そ の 他 昼食を主催者で準備します。 

    当日の行事保険はありません。各自でボランティア保険に加入をしておいてください。 

 

ボランティア募集 NO.236 お兄ちゃんお姉ちゃんが活動をしている間、弟や妹と遊んでください。【託児・赤ちゃん】 

福山市北部保健福祉課では、未就学児を対象とした子育て支援事業(ぱんだサークル)をつぎの日程で

行います。そこで子どもと保護者が活動をしている間、一緒に来ているきょうだい(０歳児)をあやした

りしながら見守っていただけるボランティアを募集しています。担当の職員が役割を分担しますので、

赤ちゃんを抱っこした経験がある方ならどなたでも参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月１３日（金）・４月２０日（金） ９：３０～１２：１５ 

● 活動場所 駅家コミュニティセンター分館 

（駅家倉光コミュニティ館：福山市駅家町倉光 579‐1：地図の送付可能です） 

● 募集人数 各日２～３人 

 

ボランティア募集 NO.237 お兄ちゃんお姉ちゃんが活動をしている間、弟や妹と遊んでください。【託児・赤ちゃん】 

福山市東部保健福祉課では、未就学児を対象とした子育て支援事業(うさぎサークル)をつぎの日程で

行います。そこで子どもと保護者が活動をしている間、一緒に来ているきょうだい(０歳児)をあやした

りしながら見守っていただけるボランティアを募集しています。担当の職員が役割を分担しますので、

赤ちゃんを抱っこした経験がある方ならどなたでも参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月１０日（火）・４月１７日（火） ９：４０～１２：３０ 

● 活動場所 東部市民センター ホール 

（福山市伊勢丘：地図の送付可能です） 

● 募集人数 各日２～３人 

 

ボランティア募集 NO.238 保護者が講習会を受講している間、赤ちゃんをあやしてください。【託児・赤ちゃん】 

福山市保健所健康推進課ではつぎの日程で、乳児をもつ保護者を対象とした離乳食講習会を行います。

そこで保護者と一緒に来ている乳児（３～７か月くらい）を抱っこしながらあやしていただけるボラン

ティアを募集しています。保健所の職員が役割を分担しますので、赤ちゃんを抱っこした経験がある方

ならどなたでも参加できる活動です。 

● 募集人数 各３～９人 ● 持 参 物 エプロン 

 

活動場所 活動日 活動時間 

福山すこやかセンター３階  

調理実習室・学習室 
４月１８日（水） 

午前の部  ９：４５～１１：４５ 

午後の部 １３：１５～１５：１５ 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 

ボランティア募集 NO.250    バザーの運営を通して、利用者との交流を深めてください！【イベント・障がいのある人】 

 福山市水呑町にある知的障がい者の作業所「なの花作業所」では、つぎの日程で、「なの花バザール」

を行います。そこで模擬店の準備や販売、片付けなど利用者の見守りなどをしながら、バザーを盛り上

げていただけるボランティアを募集しています。 

また、「なの花バザール」の前日の準備（テント設営など）をお手伝いいただけるボランティアを募集し

ています。施設の職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月２１日（土） １３：００～１５：００ （前日準備） 

       ４月２２日（日） １０：００～１４：００ （バザール当日） 

● 活動場所 水呑きりん公園（旧水呑三新田第六公園） 

● 募集人数 各５～８人（団体の申し込みも可） 

● そ の 他 バザール当日は昼食を主催者が準備します。 

 

ボランティア募集 NO.251 高齢の女性の話し相手になっていただける方を募集しています！【傾聴ボランティア】 

福山市今町の「グッドライフホーム今町」に入所の７０歳代の女性が、話し相手になっていただける

ボランティアを求めています。女性は軽度の認知症があります。話し相手の時間は、昼間の１時間位の

予定ですが、活動の頻度は協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

 

ボランティア募集 NO.252 岡大病院へ付き添っていただける方を募集しています。【県外 病院同行】 

福山市内在住の女性（４０歳代）が、岡山大学付属病院に付き添っていただけるボランティアを募集

しています。人口内耳にするための検査で受診します。女性は自力で歩行することはできますが難聴が

あり、人口透析で週３回、地元の病院を受診しています。 

なお、受診日は決まっておりませんが、当日はかなり時間がかかると思いますが岡山市まで公共交通

機関で付き添っていただける方を求めています。 

日程や費用については、居宅介護支援事業所「総合福祉のツクイ福山」のケアマネージャーと相談し

ながら決めていきます。 

 

ボランティア募集 NO.253    再生封筒作りにご協力ください！【再生封筒作り】 

  社協・ボランティアセンターでは、使用済みの封筒などを利用して再生封筒を作っていただくボラン

ティアを募集しています。内容は封筒の型を取って切り、糊付けやスタンプを押していただく作業です。

作成いただいた封筒は、ボランティアの方たちへ発行している情報紙の郵送などに活用します。セン

ターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる活動です。 

● 活動日時 ４月５日（木） １０：００～１１：３０  

● 活動場所 福山すこやかセンター ２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22） 

ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。 

 

ボランティア募集 NO.254    「TUNAGU（つなぐ） NO.201」の発送作業にご協力ください。【情報紙の発送作業】 

 社協・ボランティアセンターが、ボランティアの人たちへ発行しているボランティアの情報紙、

「TUNAGU（つなぐ）」の発送作業にご協力ください。内容は封筒に宛名シールを貼り、情報紙を折って封

筒に入れていただく作業です。センターの職員が役割を分担しますので、どなたでも気軽に参加できる

活動です。 

● 活動日時 ４月１９日（木） １０：００～１１：３０  

● 活動場所 福山すこやかセンター ２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22） 

ご協力いただける方は、当日ボランティアセンターへお越しください。 

 

 

 

 
ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 



ボランティア募集 NO.239 利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年･一芸ボラ】 
 福山市松永町にある高齢者が通う施設「福山ケアセンターそよ風」では、デイサービスの利用者を

楽しませていただけるボランティアを募集しています。歌や踊り、楽器演奏、手品、紙芝居など利用者

を楽しませていただける方やグループであればジャンルは問いません。 

活動日は日曜日･祝日以外の平日で、時間は１３：００から１５：００の間でお願いします。また活動

の日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 福山ケアセンターそよ風福山ケアセンターそよ風福山ケアセンターそよ風福山ケアセンターそよ風（福山市松永町 3-21-70：地図の送付可能です） 

 

ボランティア募集 NO.240 利用者に絵手紙を指導して下さい。【高齢者・絵手紙】 
 福山市山手町にある高齢者の小規模多機能ホーム「風花」では、余暇時間に絵手紙を利用者の方に

絵手紙を指導していただけるボランティアを募集しています。 

活動日は日曜日･祝日以外の平日で、月に１～２回、時間は１４：００から１５：００の間でお願いし

ます。また活動の日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 小規模多機能ホーム小規模多機能ホーム小規模多機能ホーム小規模多機能ホーム風花風花風花風花（福山市山手町 1385-1） 

 

ボランティア募集 NO.241 利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年･一芸ボラ】 
 福山市駅家町にある高齢者通う施設「駅家東デイサービスセンター」では、デイサービスの利用者

を楽しませていただけるボランティアを募集しています。歌や踊り、楽器演奏、手品、紙芝居など利用

者を楽しませていただける方やグループであればジャンルは問いません。 

活動日は日曜日･祝日以外の平日で、時間は１３：００から１５：００の間でお願いします。また活動

の日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 駅家東デイサービスセンター駅家東デイサービスセンター駅家東デイサービスセンター駅家東デイサービスセンター（福山市駅家町万能倉 160-1：地図の送付可能です） 

 

ボランティア募集 NO.242 利用者を楽しませていただける方を募集しています。【通年･一芸ボラ】 
 福山市西深津町にある高齢者のデイサービス「えくぼ」では、デイサービスの利用者を楽しませて

いただけるボランティアを募集しています。もしくは利用者と一緒に楽しんでいただけるボランティア

を募集しています。歌や踊り、楽器演奏、手品、紙芝居など利用者を楽しませていただける方やグルー

プであればジャンルは問いません。活動は月曜日から金曜日の午後で、時間は１３：３０から１４：３

０の間でお願いします。また活動の日程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス「えくぼ」「えくぼ」「えくぼ」「えくぼ」（福山市西深津町 6-6-16：地図の送付可能です） 

 

ボランティア募集 NO.243 利用者に“笑い”で元気になっていただきたい！【高齢者・一芸ボラ】 

福山市引野町北にある高齢者の小規模多機能ホーム「愛の郷引野」では、余暇時間に小話や落語、お

芝居、踊り、楽器演奏などで利用者を楽しませていただけるボランティアを募集しています。笑いがあ

ふれるような活動であればジャンルは問いません。 

活動の時間帯は１４：００から１５：００の間で４０分間程度をお願いします。なお活動の頻度や曜日

は協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 小規模多機能ホーム愛の郷小規模多機能ホーム愛の郷小規模多機能ホーム愛の郷小規模多機能ホーム愛の郷引野引野引野引野（福山市引野町北 5‐22‐11） 

 

ボランティア募集 NO.244 利用者と一緒に軽作業のサポートや話し相手を募集しています！【通年･軽作業】 

福山市千田町にある高齢者の通所施設「せんだの里」では、定期的に利用者と軽作業や話し相手をして

いただけるボランティアを募集しています。作業内容は折り紙や縫い物を利用者と一緒にしたり、利用

者の話し相手です。活動の頻度や曜日は協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 せんだの里せんだの里せんだの里せんだの里（福山市千田町 5-5：地図の送付可能です） 

 

 ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 

ボランティア募集 NO.245 指先を使った作業を教えていただける方を募集しています。【高齢者・手芸など】 

福山市神辺町下御領にある高齢者の小規模ケアホーム「あ～むす」が、月曜日の１０：００から 

１２：００の間で、手芸やちぎり絵、おりがみ、絵手紙などの指先を使った作業を教えていただけるボ

ランティアを募集しています。活動の時間は１時間程度で、活動の頻度などは協力いただける方と決め

ていきます。なお材料は施設で準備いたします。 

● 活動場所 小規模ケアホームあ～むす小規模ケアホームあ～むす小規模ケアホームあ～むす小規模ケアホームあ～むす（福山市神辺町下御領 1348‐10） 

 

ボランティア募集 NO.246 利用者に“笑い”で元気になっていただきたい！【高齢者・一芸ボラ】 

福山市南蔵王町にある水永病院「デイケアだんだん」では、日頃一生懸命リハビリに取り組まれてい

る利用者の方に、楽しい時間を届けていただけるボランティアを募集しています。ステージがないので、

限られたスペースの出演になりますがジャンルは問いません。 

活動の時間帯は １２：４５から１３：３０の間の３０分間程度でお願いします。なお活動の頻度や曜

日は協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 小規模多機能ホーム愛の郷引野小規模多機能ホーム愛の郷引野小規模多機能ホーム愛の郷引野小規模多機能ホーム愛の郷引野（福山市引野町北 5‐22‐11） 

 

ボランティア募集 NO.247 利用者が大好きなギターの音を聴かせてあげたい！【障がいのある人・ギター演奏】 

福山市千田町にある重度の心身障がいのある人たちの施設「障害福祉サービス事業所風」では、木曜

日に、ギター演奏をしていただけるボランティアを募集しています。利用者の中に現在寝たきりで、会

話も難しい男性（４０歳代）がいらっしゃいます。男性は若いころからギターが大好きで、今でもギ

ターの音には反応があるそうです。そこで施設の職員や男性の家族より、ギターの音を聴くことで、通

所する楽しみをみつけてほしいとの希望があります。なおギター演奏であれば、音楽のジャンルは問い

ません。活動の頻度などは協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 障害福祉サービス事業所風障害福祉サービス事業所風障害福祉サービス事業所風障害福祉サービス事業所風（福山市千田町 2‐15‐25） 

 

ボランティア募集 NO.248 利用者の話し相手をしていただける方を募集しています。【祝日】 
 福山市西深津町にある高齢者のデイサービス「えくぼ」では、祝日に利用者の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。時間帯は問いませんが、２時間程度の活動です。また活動の日

程などは、協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 デイサービス「えくぼデイサービス「えくぼデイサービス「えくぼデイサービス「えくぼ」（福山市西深津町 6-6-16：地図の送付可能です） 

 

ボランティア募集 NO.249 利用者と一緒に軽作業のサポートや話し相手を募集しています！【通年･軽作業】 

福山市千田町にある高齢者の通所施設デイケア「ゆめの杜」では、定期的に利用者と軽作業や話し相手

をしていただけるボランティアを募集しています。作業内容は折り紙や縫い物を利用者と一緒にしたり、

利用者の話し相手です。活動の時間帯は１４：００～１５：００の間、４０分間程度をお願いします。

なお、活動の頻度や曜日は協力いただける方と相談しながら決めていきます。 

● 活動場所 ゆめの杜ゆめの杜ゆめの杜ゆめの杜（福山市千田町千田 2591-1：地図の送付可能です） 

 

 

 

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会ボランティアセンター 

℡０８４－９２８－１３４６ FAX０８４－９２８－１６２２へご連絡ください。 

福山市手話講習会が始まります！！福山市手話講習会が始まります！！福山市手話講習会が始まります！！福山市手話講習会が始まります！！    

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ぶ手話を通じて、聞こえない人とのコミュニケーション手段を楽しく学ぶ手話を通じて、聞こえない人とのコミュニケーション手段を楽しく学ぶ手話を通じて、聞こえない人とのコミュニケーション手段を楽しく学ぶ    

手話講習会（入門課程）が４月より、市内７会場で開催します。手話講習会（入門課程）が４月より、市内７会場で開催します。手話講習会（入門課程）が４月より、市内７会場で開催します。手話講習会（入門課程）が４月より、市内７会場で開催します。    

現在受講者を現在受講者を現在受講者を現在受講者を募集しています。詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。募集しています。詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。募集しています。詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。募集しています。詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。    


