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福山市社会福祉協議会

ボランティアセンター

てごうし隊

福山市ボランティア赤十字奉仕団
宮城県視察
亘理郡山元町
中浜小学校

FAX ０８４－９２８－１６２２

体育館

岩沼市 個人宅
６月２９日（金）
・３０日（土）
、１泊２日の日程で福
山市ボランティア赤十字奉仕団が宮城県へ視察に行きま
した。今後福山で災害が起きた時の備えとして、東日本

６月２２日（金）
～６月２５日（月）
でごうし隊は今回、福島県
南相馬市（個人宅の片づけ、
側溝の清掃・泥出し）・宮城県亘理郡山元町（個
人宅の片づけ、清掃）へ２グループに分かれ活
動をしてきました。
今回初めて入った福島県南相馬市小高区は今
年４月に避難指示が解除され、復興支援は始
まったばかりです。ボランティア活動センター
に福山から乗用車を持参し、インスタント食
品・ドリンク・フリーズドライのみそ汁などを
寄贈しました。

大震災での災害ボランティアセンターの取り組み状況、

てごうし隊はこれからも

ボランティア支援の状況、復興などの取り組みを聞きま

支援を続けていきます…

した。

ボランティアが足りません！皆さんの力が必要です！
障がいのある小学生のための

サマー・スクール

ボランティア大募集！

おう

先月号でもお知らせをした
障がいのある小学生のための『サマー・スクール』の
運営ボランティアを募集しています。
障がいのある小学生をあずかり、一緒に一日のプロ
グラムをすごします。
現在、参加する子どもたちは１３０人を超え、ボラ
ンティアさんの申し込みがまだまだ追いついていませ
ん。
全日程を事故なく楽しくすごすためには学生・社会
人のボランティアさんの参加が是非とも必要です。
子どもたちの「楽しい夏の思い出」作りに、ぜひ、ご協力ください！！
主催 ： 福山市社会福祉協議会
場所 ： 福山すこやかセンター

ボランティアセンター

託児ボランティアなど
子どもに関する募集

福山市保健所健康推進課

募集 NO.５５

離乳食講習会
活動日
７月２７日（金）
８月 ８日（水）
８月１０日（金）

活動場所
神辺中央コミュニティセンター
北部市民センター
東部市民センター ２階 創作室
福山すこやかセンター
８月２２日（水）
３階 調理実習室・学習室
西部市民センター
８月３０日（木）
●活動時間 １３：１５～１５：１５
●内

容

募集 NO.５６

福山市社会教育振興課
平和のつどい

●活動日時 ８月８日（水）

保護者が講習会を受けている間、乳児

１３：００～１６：３０

（３～７か月）の託児です。
●内

●募集人数 各３～９人

容

保護者と一緒に来ている
子どもの託児です。

●活動場所 リーデンローズ
（松浜町 2-1-10）
募集 NO.５７

●募集人数 ２人

福山市北部保健福祉課

子育て支援事業（ぱんだサークル）
●活動日時 ８月３日（金）
・８月１７日（金）
９：３０～１２：１５
●活動場所 駅家コミュニティセンター分館

募集 NO.５８

（駅家倉光コミュニティ館：駅家町倉光 579‐1）

●内

子育て支援事業（うさぎサークル）

容 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

福山市東部保健福祉課

●活動日時 ８月７日（火）
・８月２１日（火）
９：３０～１２：１５

歳児)の託児です。

●活動場所 東部市民センター

●募集人数 各日２～３人

ホール

（福山市伊勢丘）
●内

容

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

プールでの活動

(０歳児)の託児です。
●募集人数 各日１～２人

募集 NO.５９

グリーンベルの会
野外での活動

障がいのある子どもの

夏休み中の余暇活動を支援
●活動日時 ８月１日（水）
１５：００～１７：００
●集合時間 １４：５０
●活動場所 福山すこやかセンター
（福山市三吉町南 2-11-22）
●集合場所 水浴訓練室前のロビー
●内
容 保護者と一緒にプールに入れない
子とボール､ビート板で遊びます。
● 募集人数 ４人

ご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６
FAX ０８４－９２８－１６２２

募集 NO.６０

親子セルフヘルプ遊(ゆう)
障がいのある子どもたちとその親の会

●活動日時 ８月２６日（日）
１０：３０～１４：００
●集合時間 １０：３０
●活動場所 福山少年自然の家
（福山市金江町藁江 619-2）
●集合場所 現地集合（終了後：現地解散）
●内
容 野外活動。バーベキューで火おこ
しや準備、片付け等です。
●募集人数 ２人
※ 昼食は
一緒に食べてください。

高齢者施設での活動
一芸、傾聴、夏まつりボランティア
募集 NO.６１

福山市駅家町

募集 NO.６２

駅家東デイサービスセンター
●活動日時 日曜日･祝日以外の平日

デイサービスセンター「えくぼ」

１３：００～１５：００の間

●活動日時 月曜日から金曜日の平日

●活動場所 駅家東デイサービスセンター

１３：３０～１４：３０

(駅家町万能倉 160-1)
●内

福山市西深津町

●活動場所 デイサービス「えくぼ」

容 踊り、歌、将棋、囲碁などができる

（福山市西深津町 6-6-16）

方で、利用者を楽しませていただけ

●内

容

利用者の方と一緒にすごしていた

る方です。

だける方・利用者を楽しませてい

※活動の日程などは、協力いただける方と相談し

ただける方です。（個人、グルー

ながら決めます。活動時間は短くても構いませ

プ、ジャンルは問いません。）

ん。

※活動の日程などは、協力いただける方と相談
しながら決めます。

夏祭り

募集 NO.６３

福山市千田町

●活動日時 ８月１１日(土）(雨天時：翌日)

１２：００～１５：００

１７：００～２０：３０

●集合時間 １１：３０

●活動場所 向永谷嵯峨地区ちびっこ広場

●活動場所 ゆめの杜（千田町大字千田 2591-1）

（駅家町向永谷 72-1 センター近く）

容 模擬店の運営、駐車場係、利用者の

●内

容 会場設営、出店での販売補助、

介助等です。

駐車場案内等です。

●持 参 物 動きやすい服装、飲み物、タオル等

●そ の 他 夕食を準備します。

●そ の 他 参加者には軽食があります。

●募集人数 制限なし

●募集人数 ５～１０名

募集 NO.６５

運転ボランティア

福山市駅家町
自立支援アパート「そら」

募集 NO.６６

１３：３０～１４：３０

福山地区

パーキンソン病友の会

パーキンソン病の当事者グループ

●活動日時 ８月１１日（土）

●活動日時 ・日曜日

傾聴
ボランティア

地域の絆

地域福祉センター向永谷

●活動日時 ８月５日（日）

●内

NPO 法人

募集 NO.６４

高齢者施設「ゆめの杜」

１０：００～１６：００
●活動日程 10：00 福山すこやかセンター集合・出発

・火曜日あるいは土曜日の

→13：30 岡山ふれあいセンター着

１５：００～１７：００間

（14：00～16：00 研修）

※いずれかの日程(隔週)で調整可能です。

→終了後 岡山ふれあいセンター出発

●活動場所 自立支援アパート「そら」

→18：00 福山すこやかセンター着・解散

（駅家町法成寺 100-2）
●内

●内

容 福山すこやかセンター

容 話相手や手紙の代筆です。

～岡山ふれあいセンター間の送迎
●車

両 福山市社会福祉協議会が所有している
「リフト付ワゴン車 ふれあい号」

ご協力いただける方や情報誌に関するご意見、
ご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６
FAX ０８４－９２８－１６２２

●そ の 他

すこやかセンターまでの交通費及び昼食
代（1,500 円）を会から支払います。

※ワゴン車の運転経験がある方ならどなたでも活動可
能です。活動前に「ふれあい号」試乗も可能です。

第 ６１ 回
日本盲人会連合中国ブロック盲人福祉大会（広島県大会）
募集 NO.６７

自立と社会参加の実現、福祉の向上を目的した大会

中国地区５県、政令指定都市から多くの視覚障がい者の方が来られます。
第１日目

（分科会、全体会議等）

●活動日時 ９月１日（土） １５：３０～１６：３０（集合時間 １２：００）
●場

所 福山市生涯学習プラザ（まなびの館ローズコム）（福山市霞町 1-10-1）

●募集人数 １０人
第２日目（大会式典等）
●活動日時 ９月２日（日）
●場

８：３０～１３：００（集合時間 ８：３０）

所 広島県民文化センターふくやま（福山市東桜町 1-21）

●募集人数 ４０人
◆

内

容 視覚障がい者の方の会場案内や介助等をお願いします。

地域の居場所づくり
募集 NO.６８

生協ひろしま 社会貢献活動
引野町「寄ってこ～家引野」

●活動場所 寄ってこ～家

子どもたちが安心して

引野

（JR 東福山駅南口 徒歩３分）
容

すごせるような居場所づくりを支援する会
●活動日時 毎週土曜日

●募集人数 ５人程度
●内

ななめの会

募集 NO.６９

来られる方へお茶をだしたり、声か

けをお願いします。時々自分の特技
（例：手芸教室等）を使って教室を開
いたりしてくださる方
※活動の日時、内容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。
※後日説明会を行いますので興味のある方はご連
絡ください。 発達障がい児の学習支援

１４：００～１６：００
●活動場所 福山すこやかセンター
（三吉町南 2-11-22）
●内
容 子どもたちが自主学習をする中、
一緒に問題を解いたり、バトミン
トンやオセロ等で一緒に遊んだ
り､話をして関わってください。
●募集人数 制限なし
※大学生、社会人中心に活動中です。
※当日参加､月１回のみの参加も可能です。

募集 NO.７０

NPO 法人

フリマドンナ

軽度発達障がい児の学習支援

一緒に活動する仲間を

●活動日時 水・日曜日（不定期）

探しています

募集 NO.７１

１０：００～１６：００
（※参加可能な時間で構いません）
●活動場所 カラオケ シダックス
●内

容

多治米店

そろばん・習字・パソコン・絵・
将棋・囲碁スポーツ（プール）・
ダンス（ブレイクダンス）等

●連 絡 先 フリマドンナ

代表：柴田さん

（０９０－８７１４－６３３０）
●目

的

学習支援を行う中でその子の得意
なことを見つけて、自信をつけて
いくことです。

色あそび

しゃぼん玉

色あそびで施設訪問や親子活動を支援
●活動日時 ７月２４日（火）
１４：００～
●活動場所 西深津コミュニティーセンター
（西深津町 1-5-17）
●内
容 色あそびの説明会、参加者との交
流会です。
●募集している人 笑顔の素敵な方、人と接す
ることが好きな方、お待ち
しています。

ご協力いただける方や情報誌に関するご意見、ご感想などありましたら、お気軽にご連絡ください。
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２

スポーツ大会

障がいのある人のための活動

広島県東部地区親善スポーツ大会

募集 NO.７３

掃除のボランティア

広島県東部地区に在住する
障がいのある人のための大会

募集 NO.７２

福山市千田町

●活動日時 ９月３０日（日）
（雨天時：中止）

障害福祉サービス事業所「風」

９：３０～１５：００

●活動日時 平日（月～金）

●集合時間 ８：００（現地集合）

１５：３０～１６：３０
●活動場所 障害福祉サービス事業所

●活動場所 福山市竹ヶ端運動公園
風

（水呑町４７４８番地）

（千田町 2-15-25）
●内

●内

容 競技進行の補助や、距離の測定、

容 利用者が帰った後の片付け、

選手の招集・誘導など

施設の掃除等です。

●主

●問合せ先 「風」担当：鳥井さん

催 広島県東部地区親善行事実行委員会

※ボランティア参加を希望される方は 7 月 27 日（金）

(９２８－８５８５)

募集 NO.７４

までにボランティアセンターにご連絡ください。

施設や野外での活動

◆野外活動
行事名
キャンプ
デイキャンプＢ
デイキャンプＣ
デイキャンプＡ
◆夏の短期療育

陸上競技場

日時
８月２４日(金)朝
～２５日(土)昼頃
８月上旬予定
８月下旬※１泊２日
９月頃予定※日帰り

福山市沼隈町

対象
やまびこ学園で生活している
男性利用者
やまびこ学園で生活している
児童(小学生～高校生）

日時
① ８月４日（土）朝～５日（日）昼過ぎ
８月２５日（土）朝～
②
２６日（日）昼過ぎ
◆日常の生活を一緒に楽しんでください！！

対象
日中一時支援事業
所ぷくぷくの児童
(小学生)６～７名

「ゼノ」やまびこ学園

内容
岡山県新見市での活動
カヤックや川の中の散歩
野外炊飯
野外炊飯や登山
自然の中で食事、散策

内容
１泊２日で宿泊体験。
調理活動、プール、創作活動等

●活動日時 ９：００～１７：００（随時募集しています）
●内

容 やまびこ学園の利用者（成人・児童）と作業したり、休日の余暇活動等を一緒にします。

◆連絡先

「ゼノ」やまびこ学園 ボランティア委員会 担当：桑田さん（０８０－１６４６－７３０６）

８月の再生封筒作りは
募集 NO.７５
活動
バンク情報紙
発送作業
再生封筒作り

ありません
活動日

活動時間

８月１６日（木）

１０：００
～
１１：３０

９月６日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

ボランティアセンターでの活動
内容
宛名シール貼り、情報紙を折って封筒に入れる作業
封筒の型取りや型切り、糊付けやスタンプ押し
※作成した封筒は、情報紙の郵送に活用します。

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や、情報誌に関する意見やご感想などありましたら、ご連絡ください。
福山市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１６２２

書き損じはがき募集中!!
社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、『書き損じはがき』を集めています。
皆さんの家庭に眠っている書き損じはがきがあれば、ボランティアセンターに持って来てください！
今回の募集で寄贈して頂いたはがきは、皆さんへの情報提供に使用します。
ご協力よろしくお願いします。

ボランティアセンター長の泣き言

あなたのボランティア体験を
みんなの体験へ

『３か月募集していますが、
１枚しか集まっていません…』

◆
社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、ボランティア体験談を募集しています。
いただいた体験談はボランティア情報紙「TUNAGU（つなぐ）」に掲載させていただきます。
「ボランティアしたいけど、どんなことをやるのか、どんなものかもわからないし…」という方に情報提
供し、一緒に活動できるように、現在活動しているみなさんにご協力いただければと思います。
随時募集しておりますので、よろしくお願いします。

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！
１．取扱期間

２０１２年(平成 24 年)９月３０日（日）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。

「平成２４年７月大分県大雨災害義援金」の受け付けが開始されました！
１．取扱期間

２０１２年(平成 24 年)７月５日（木）～８月３１日（金）まで

２．義援金名称 「平成２４年７月大分県大雨災害義援金」
３．義援金窓口①

銀行名 ゆうちょ銀行 郵便局義援金受付口座

口座記号番号

０１７５０－５－８０

口座加入者名

日赤大分県支部大分県大雨災害義援金

通信欄

「大分県大雨」

※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。

４．義援金窓口②

※

銀行名

大分県信用組合 本店営業部

口座番号

普通預金 ４０９８４９６

加入者名

日本赤十字社大分県支部 支部長 広瀬 勝貞（ヒロセ カツサダ）

受領書の発行を希望される場合は、その旨を大分県支部（TEL：097-534-2236）に連絡願います。

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」http://f-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

さんまい橋日記

検索

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.２０５」は、８月１６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、
８月１０日（金）までにご連絡ください。

クリック！

