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子どもたちに夏の想い出を…第一弾

バラの苗を被災地に贈る・・・
７月１９日（木） 福山市ボランティア赤十字奉仕団が宮
城県岩沼市の市社協へ、バラの苗２０株を寄贈しまし
た。前回のつなぐ NO.204 号にも掲載した、宮城県視
察で岩沼市を訪れた際、バラの花壇をつくりたいとい
う現地の方の思いを聞き、今回、バラの苗を贈ること
に決めました。
福山市の戦後の復興を支えた
福山のバラが被災地に咲くのは１１月頃…

７月２９日（日）
ボランティアグループ
「睦海（むつみかい）」

内海町のボランティアグル
ープ「睦海」主催で障がいの
ある子どもたちや発達に何

どのスイカ食べようかな～

らかの課題のある子どもたちと保護者、その兄弟姉妹
を内海町田島にあるクレセントビーチに招待し、海水
浴を行いました。参加者は２１組６３名、睦海より２
１人が参加し計８４名で真夏の海を楽しみました。
睦海さんのおかげで、砂浜で安心して海水浴を行う

ピンク色の花が咲くようです。

ことができました。ありがとうございました。

障がいのある小学生のための
プール前の
公園遊び

サマー・スクール
開 催

子どもたちに夏の想い出を…第二弾

中！

カレーの日

８月５日（日） 福山東ロータリークラブ
福山東ロータリークラブ主催で神石高原町にある仙
養ヶ原ふれあいの里で日帰りキャンプを行いました。
２０組５４名の参加者と一緒に、福山東ロータリー
クラブ（２６名）や中学生ボランティア（７名）が協
力してカレーを作りました。
カレーを食べたあとは宝探しを
行い、宝の景品であるおもちゃや
仙養ヶ原にある遊具などで、時間
いっぱい自然の中で遊びました。

今年も多くの子どもたちが
おう
ボランティアのお兄さん、
お姉さんと楽しい夏休み
をすごしています。
ご協力いただいた
みなさん
ありがとうございました！
あと５日間、
よろしくお願いします。

みんな大好き
おなべブランコ

子どもたちや保護者の方の笑顔
いっぱいの１日となりました。
お礼の言葉

福山東ロータリークラブの皆さん
ありがとうございました。

急募中！！
８月２６日（日）

急募中！！
８月２３日（木）
募集 NO.７７

募集 NO.７６

福山市野上町 NPO 法人 えーる
８月２６日（日）
１０：００～１３：３０
福山すこやかセンター
３階 調理実習室
（福山市三吉町南 2-11-22）
ハンディキャップのある方と一緒に
ハンバーグ作りをします。（買物を
して作り、一緒に食べます）
２～３人

●活動日時
●活動場所

●内

容

●募集人数

●活動日時
●集合時間
●活動場所
●集合場所
●内
容

●募集人数

視覚に障がいのある方の
ボーリングの練習を手伝ってください
８月２３日（木）
１３：３０～１６：００
１３：３０
キャッスルボウル福山
（福山市東深津町 4-16-25）
キャッスルボウル福山
視覚障がい者の方のボーリング受付手
続きやボールの選定、投球方法をアド
バイスしてください。
１人

８月末までの募集

リレーフォーライフジャパン２０１２

in 広島（福山）

がん患者さん・家族及び支援者・医療者が集まり

募集 NO.７８

２４時間リレーウォークを続けるチャリティーイベント

●活動日時 ９月２２日（土）１３：００～２３日（日）１３：００
●活動場所 福山すこやかセンター・福山市立東中学校東グラウンド
（福山市三吉町南 2-11-22）
●内

容 イベント当日の会場設営や運営の手伝いです。
（会場設営や会場の警備・案内、ステージ係
や飲み物・スタンプ担当係、トイレの清掃・ゴミの処理係など）

●募集人数 制限なし
●そ の 他

チャリティーイベントのため、参加賛同金として 1,000 円をご協賛いただいています。
午前から参加の方には昼食、午後から夜の参加の方には夕食あり。

※ボランティア参加を希望される方は８月末までにボランティアセンターにご連絡ください。
参加希望者の方には後日、実行委員会よりご連絡いたします。
主催：
（公財）日本対がん協会、リレーフォーライフ広島（福山）実行委員会

別紙チラシあり

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.７９

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） １２：３０～１７：００（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 ５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。

《お詫びと訂正》
前号で１日目の活動
時間に誤りがありま
した。訂正して掲載
しています。なお、
集合時間に変更はあ
りません。

活動に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

託児ボランティア
募集 NO.８０

福山市保健所健康推進課

離乳食講習会
活動場所
活動日
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 ９月１２日（水）
西部市民センター
８月３０日（木）
新市コミュニティセンター
９月 ５日（水）
東部市民センター ２階 創作室 ９月１４日（金）
●活動時間 １３：１５～１５：１５
●内

容

募集 NO.８１

ファミリー・サポート・センター
●活動日時 ９月１４日（金）
１０：００～１１：３０
●内

容

保護者が講習会に参加している
間、一緒に来ている子どもの託

保護者が講習会を受けている間、乳児

（３～７か月）の託児です。

子育て支援事業を行っている

児です。
●活動場所 子育て応援センター分室

●募集人数 各３～９人

（福山市明治町 13-35）
●募集人数 ５人

募集 NO.８２

福山市北部保健福祉課

子育て支援事業（ぱんだサークル）

募集 NO.８３

子育て支援事業（うさぎサークル）

●活動日時 ９月７日（金）
・９月２１日（金）
９：３０～１２：１５

●活動日時 ９月４日（火）・９月１８日（火）

●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：駅家町倉光 579‐1）

●内

９：３０～１２：１５
●活動場所 東部市民センター

容 子どもと保護者が活動をしている
間､一緒に来ている兄弟姉妹(０歳

福山市東部保健福祉課

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

児)の託児です。

間、一緒に来ている兄弟姉妹(０歳

●募集人数 各日２～３人

児)の託児です。
●募集人数 各日１～２人

募集 NO.８４

発達障がい児の学習支援

NPO 法人 つみきの会
発達に何らかの課題のある
子どもたちを支援する団体

募集 NO.８５
NPO 法人 フリマドンナ

●活動日時 ９月３０日（日）

軽度発達障がい児の学習支援

１２：４５～１７：００
●活動場所 福山すこやかセンター内

●活動日時 水・日曜日（不定期）
１０：００～１６：００

（福山市三吉町南 2-11-22）
●内

（※参加可能な時間で構いません）

容 定例会をしている間、保護者と一緒に来
ている子どもの託児（２～７歳・約１０

●活動場所 カラオケ シダックス

人程度）です。

●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）・

●募集人数 ５～１０人

ダンス（ブレイクダンス）等
●連 絡 先 フリマドンナ

活動に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

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。

高齢者と関わる募集
福山市駅家町

募集 NO.８６

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
１３：００～１５：００の間

募集 NO.８７

福山市南蔵王町
デイケア「だんだん」

●活動場所 駅家東デイサービスセンター
(駅家町万能倉 160-1)
●内

容

踊り、歌、将棋、囲碁などができる方

●活動時間 １２：４５～１３：１５
●活動場所 デイケア「だんだん」
（福山市南蔵王町 4-16-16）

で、利用者を楽しませていただける方
●内

です。

容

歌や踊り、腹話術、手品などで利
用者を楽しませていただける方を

※活動の日程などは、協力いただける方と相談しな

募集。（個人、グループ、ジャンル

がら決めます。活動時間は短くても構いません。

は問いません。
）
※活動の日程などは、協力いただける方と相談

出店のお手伝い
募集 NO.８８

しながら決めます。

障がい者グループ 洗心の会

バス乗降のお手伝い

まつりのお手伝いをしてください
●活動日時 ９月３０日（日）
●活動場所 神辺文化会館（神辺町川北 1155-1）
●内

病院へ行くバスの乗降の

募集 NO.８９

お手伝いをしてください

容 かんなべ福祉まつりでのバザーの手
伝いです。舞台でのデモンストレー

●活動日時 ９月２０日（木）
７：３０～１１：００

ションもお願いします。

※１ヶ月半～２ヶ月に１回の通院

●募集人数 ２人
●そ の 他

福山すこやかセンター（８：３０

●活動場所 福山市旭町のバス停～福山市民病院

発）から送迎をします。お昼等は会

●内

容

バス乗降の際にシルバーカーの積み
降ろしを手伝ってください。

の方が準備します。
●そ の 他

交通費は支払います。

●募集人数 １名

地域の居場所づくり
募集 NO.９０

生協ひろしま 社会貢献活動

子どもたちの居場所づくり

引野町「寄ってこ～家引野」

●活動場所 寄ってこ～家

引野

（JR 東福山駅南口 徒歩３分）

子どもたちが安心して

●募集人数 ５人程度
●内

容

来られる方へお茶をだしたり、声か

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

けをお願いします。時々自分の特技
（例：手芸教室等）をいかして教室を
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。
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

ななめの会

募集 NO.９1

１４：００～１６：００
●活動場所 福山すこやかセンター
（福山市三吉町南 2-11-22）
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
●内

※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。

一緒に活動をしませんか？
募集 NO.９２

色あそび

コミュニティ広場

募集 NO.９３

しゃぼん玉

《愛ＬＯＶＥふくやま》

色あそびで施設訪問や親子活動を支援
●活動日時 ８月２４日（金）

●活動日時 毎月第２・４金曜日
１４：００～１６：３０

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）
容 折り紙の好きな人、興味のある人、一
緒に楽しみながら活動しませんか？色
遊びの説明会と参加者の交流会を行い
ます。

●内

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

象

かぎ針編みのできる方。年齢は問い
ません。

●目

的

市内の公共施設にある車イスに使用
する円座・角座を編み、寄付するこ

交流会の案内

と。
●会

費 月５００円（毛糸代に充当します）

女性と子どもの支えあいの場

募集 NO.９４

障がい児・者との活動

ＰＲＯＰ（ぷろっぷ）
不登校の親の会の交流会のご案内

●開催日時 ９月２日（日）
１３：３０～１６：３０
●開催場所 福山市人権交流センター５階 和室
（福山市佐波町 262-3）
●内

容 不登校・ひきこもりの悩みを抱えて
いる方やその関係者の方との交流会

●参 加 費

５００円

福山市沼隈町

募集 NO.９５

「ゼノ」やまびこ学園

◆野外活動
●活動日時 ９月頃予定※日帰り
●内

容 『デイキャンプＡ』

●対

象 やまびこ学園で生活している児童

自然の中で食事や散策をします。
(小学生～高校生）
◆日常の生活を一緒に楽しんでください！！

看護学生と会話を楽しみませんか？

●活動日時９：００～１７：００（随時募集中）
●内

容 やまびこ学園の利用者（成人・児
童）と作業をしたり、休日の余暇活

募集 NO.９６

福山市医師会看護専門学校
授業への協力をお願いします

●活動日時 １０月５日（金）
１３：００～１４：４５

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）

●活動場所 福山市医師会看護専門学校
集合：３階教務室
●活動日程 １３：００～オリエンテーション
１３：１５～学生との会話
●内

容 コミュニケーション体験学習の授業

お詫びと訂正
前号で連絡先の誤りがありましたので、訂正し
てお詫び申し上げます。
掃除のボランティア募集をしていた障害福祉サー

でボランティアの皆さんから「健康

ビス事業所「風」の連絡先が誤っていました。

のためにしていること」を学生が聴

（誤）９２８－８５８５

きとります。
●募集人数 １２人

（正）９８２－８５８５
ボランティアの皆様、ならびに施設関係者の皆様
には大変ご迷惑をおかけいたしました。

活動に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

気軽にはじめられる
ボランティア活動です。

募集 NO.９７
活動
再生封筒作り

活動日
９月６日（木）

バンク情報紙
発送作業

９月２０日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

活動時間
１０：００
～
１１：３０

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

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つぶやき
『ここで呼びかけたおかげで何枚か

あなたのボランティア体験を
みんなの体験へ

集まりました!!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、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
２．義援金窓口

２０１２年(平成 24 年)９月３０日（日）まで

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。

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
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

さんまい橋日記

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.２０６」は、９月２０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、
９月１４日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

