
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

編集・発行 福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

 

発行日：2012.9.20 

 

NO．206 

 

 再確認！！         バンク情報誌の継続を希望される方はご連絡ください。 

 日頃より、福山市社会福祉協議会ボランティアセンターの活動にご協力いただきありがとうございます。『ボラン

ティアバンク情報誌～ＴＵＮＡＧＵ』NO.200（３月号）にて皆様に情報誌の郵送を継続して希望されるかどうかの

意向確認を行いましたが、連絡が少ないこともあり、ご連絡のない方にも郵送を中止せず送付しておりました。 

今月の情報誌で再度、確認をさせていただきますので、引き続きボランティア情報誌の郵送を希望される方は、 

９月２８日（金）までにボランティアセンターへご連絡をお願いします。 

なお、ご連絡のない方につきましては、１０月号より郵送を中止させていただきます。 

※以前、ご連絡をいただいた方につきましては連絡の必要はありません。 

※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。 

 また、登録削除を希望される方は、連絡時にお知らせください。 

 登録者の皆様には、大変お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。 

９月１日（土）総合防災訓練を実施しました！ 

 ９月１日（土）、芦田川河川敷・光小学校で総合防災訓練を行いました。 

光小学校では災害ボランティアセンターを立ち上げ、避難所からのボランテ 

ィア依頼に対応し、避難所へボランティアを派遣する訓練を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災 

パネル展示 

ボランティア依頼を受付 

 

福山市ボランティア赤十字奉仕団と福山市ボランティア連絡協議会

は、炊き出し訓練を行いました。自衛隊が炊いたご飯で、約３００個

のおにぎりを握りました。 

 

 

災害では公的機関も被害を受

ける可能性があります。昨年の

東日本大震災でも公的な支援が

来る前に地域の住民等が行動し

た結果、多くの住民が助かった

という話も聞いています。 

それぞれができることは何

か、地域でできることは何か、

そのために社協ができることは

何かを今まで以上に考えていく

必要性があると感じました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津之郷町 障がい者施設 

若草園 

●活動日時 １０月１４日（日） 

９：００～１５：００ 

●活動場所 広島県立福山若草園 

（福山市津之郷町津之郷 2004） 

●内  容 利用者の移動介助や模擬店補助、祭

りの盛りあげ等をお願いします。 

●募集人数 １０人 

●そ の 他 エプロンを持参してください。 

      昼食、飲物を施設で準備します。 

※ボランティア参加を希望される方は、 

９月３０日（日）までにボランティアセンターへ

ご連絡ください。 

 

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 

●活動日時 ９月３０日（日） 

１２：４５～１７：００ 

●活動場所 福山すこやかセンター内 

       （福山市三吉町南 2-11-22） 

●内  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（０～３

歳・６人程度）です。 

●募集人数 ２～３人  

 

色あそび 研究室 

色あそびで施設訪問や親子活動を支援 

●活動日時 ９月２６日（水） 

１４：００～１６：００ 

●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） 

●内  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。 

募集 NO.９８ 
募集 NO.９９ 

急募！！ 

９月３０日（日） 
急募！！ 

９月２６日（水） 

募集 NO.１０２ 

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 

●活動場所 福山市医師会看護専門学校 

（三吉町南 2-11-22） 

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

でボランティアの皆さんから「健康

のためにしていること」を学生が聴

きとります。 

●募集人数 あと５人 

看護学生と会話を楽しみませんか？ 

１０月５日（金）午後から 

募集 NO.１０１ 

ふれあい福祉まつり 

バザー物品値付け作業 

●活動日時 １０月９日（火）・１０日（水） 

１０：００～１５：００ 

●活動場所 後日お伝えします。 

●内  容 ｢ふれあい福祉まつり｣で行う“福祉 

バザー”物品への値付け作業です。 

●そ の 他 参加者には昼食を準備します。 

毎年恒例の値付け作業！！ 

募集 NO.１０３ 

生活安全推進課 

交通安全ファミリーランド 2012 

●活動日時 ９月２９日（土）※雨天時中止 

１０：００～１５：００ 

●活動場所 福山メモリアルパーク(東深津町３) 

●内  容 福山ばらのまちイメージキャラクタ 

ー｢ローラ｣ちゃんの着ぐるみを着用

する。交通安全グッズを配布する。 

●条  件 ｢ローラ｣の着ぐるみは身長 160ｃｍ前

後の女性であれば着用可能です。 

●募集人数 ２～３名 

●そ の 他 昼食を準備します。 

※ボランティア参加を希望される方は、９月２６

日（水）までにボランティアセンターへご連絡く

ださい。 

 

急募！！ 

９月２９日（土） 

９月末までの募集！！ 

募集 NO.１００ 

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 



福山市保健所健康推進課 

離乳食講習会 

活動場所 活動日 

神辺中央コミュニティセンター １０月 ５日（金） 

東部市民センター ２階 創作室 １０月１２日（金） 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室・学習室 
１０月１７日（水） 

北部市民センター １０月３１日（水） 

●活動時間 １３：１５～１５：１５ 

●内  容 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。 

●募集人数 各３～９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

託児ボランティア 

募集 NO.１０４ 

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 １０月１２日(金)･１０月２６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：駅家町倉光 579‐1） 

●内  容 子どもと保護者が活動をしている 

間､一緒に来ている兄弟姉妹(０歳 

児)の託児です。 

●募集人数 各日２～３人 

 

募集 NO.１０６ 

 

福山市東部保健福祉課 

子育て支援事業（うさぎサークル） 

●活動日時 １０月２日(火)･１０月１６日(火) 

９：３０～１２：３０ 

●活動場所 東部市民センター 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、一緒に来ている兄弟姉妹(０

歳児)の託児です。 

●募集人数 各日１～２人 

募集 NO.１０５ 

ななめの会 

子どもたちが安心して 

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 

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） 

●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、休憩中にバト

ミントンやオセロ等で一緒に遊んだ

り､話をしてください。 

●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。連絡なしの飛び

込み参加も大歓迎です！ 

募集 NO.1０８ 

 

 

子どもたちの居場所づくり 

福山市沼隈町 

「ゼノ」やまびこ学園 

◆『Ａ行事アクアスに行こう』 

●活動日時 １０月５日（金） 

７：３０～１８：００頃まで 

●活動場所 島根県 水族館アクアス 

●内  容 利用者の方と一緒に水族館の中を見た

り昼食を食べたり、買い物を一緒にし

て楽しんでください。 

●そ の 他 昼食代・交通費等はかかりません。 

●募集人数 ３人 

◆『掃除ボランティア』 

●活動日時 １０月上旬予定 

●内  容 雑巾縫いや網戸の掃除、エアコンフィ

ルターの掃除など利用者が生活をする

環境を一緒に整備してください。 

◆『第２４回みどりバザー』 

●活動日時 １１月４日（日）※雨天決行 

●活動場所 福山市沼隈サンパル 

(沼隈町草深 1890-4) 

●内  容 バザーや模擬店、駐車場での誘導、ご

みの分別収集、利用者と一緒にバザー

に参加してください。 

●そ の 他 昼食、飲物を準備します。希望者には

会場～福山駅までの送迎有り。 

◆日常の生活を一緒に楽しんでください！！ 

●活動日時 ９時～１７時（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） 

募集 NO.１０７ 

障がい者施設の行事を一緒に！！ 
活動に参加してくださる方が減っています。 

参加できる方のご連絡をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山市沼隈町 

「ゼノ」少年牧場 

ゆめの木・わかば 

●活動日時 １０月１４日（日） 

１０：３０～１４：００ 

●集合時間 １０：００ 

●活動場所 ハローズ沼南店 

（福山市沼隈町 1981-1） 

●内  容 「よってみんさい・きてみんさい・

わくわくまつり」の模擬店の手伝い

や終了後の片づけ等です。 

●そ の 他 昼食を準備します。 

●募集人数 ５人 

募集 NO.１１０ 

障がい者施設のお祭り！！ 

福山市三吉町 

有料老人ホーム桜並木 

グループホーム桜並木 

●活動日時 １０月２７日（土） 

１０：００～１３：３０ 

●集合時間 ９：３０ 

●活動場所 有料老人ホーム桜並木・グループ 

ホーム桜並木（三吉町 5-3-5） 

●内  容 秋祭りの模擬店の手伝いや終了後の

片づけ等です。 

●募集人数 ６人 

福山市加茂町 せんだんの家 

せんだんの家コンサート 

●活動日時 １０月２８日（日） 

９：００～１７：００ 

●活動場所 福山市北部市民センター 

（駅家町大字倉光 37-1） 

●内  容 模擬店やバザー販売、 

利用者の引率、支援等です。 

●持 参 物 模擬店担当のみ（エプロン・ 

三角巾・軍手・タオル） 

●そ の 他 昼食を準備します。 

●募集人数 ５人 

※参加を希望される方は１０月１２日（金）午前

までにボランティアセンターにご連絡ください。 

募集 NO.１１４ 

募集 NO.１１２ 

高齢者施設の秋祭り！！ 

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 

ふれあい福祉まつり 

まつり運営ボランティア 

●活動日時 １０月２０日（土）・２１日（日） 

９:３０～１６:３０(集合９：３０) 

●活動場所 ローズアリーナ（福山市緑町 2-2） 

●内  容 福祉バザーやゲームコーナー、移動

おもちゃ図書館、ゴミステーション

の手伝い等です。 

●募集人数 制限なし(都合のよい日に活動可能) 

●そ の 他 参加者には昼食を準備します。 

 

 

募集 NO.１０９ 

毎年恒例！福祉まつり運営ボランティア 

せんだんの家コンサート♪ 

福山市引野町北 

グループホームわが家 

●活動日時 １５：００～（約１時間程度） 

      曜日の指定はありません。 

●活動場所 グループホームわが家 

（引野町北 1-10-8） 

●内  容 入所中の９０代女性（軽度の認知症有

り・要介護１）の話し相手です。とて

もお話好きな方です。 

●募集人数 ２人 

 

高齢者の方への傾聴ボランティア 

募集 NO.１１１ 

養護老人ホーム 

 福山市光寿園 

●活動日時 １１月１日（月） 

９：００～１６：００頃 

●集合時間 ８：４０ 

●集合場所 養護老人ホーム 福山光寿園 

      （福山市瀬戸町地頭分 2722-1） 

●活動場所 平清盛音戸の瀬戸ドラマ館 

(場所変更の可能性あり） 

●内  容 入所者の付添いと簡単な介助を 

お願いします。 

●募集人数 １０人程度 

●そ の 他 自己負担はありません。 

募集 NO.１１３ 

旅行への付添いをお願いします！！ 



福山市新市町 

デイサービスセンターリーフ新市 

●活動日時 月曜日～土曜日 

１４：００～１５：００の間 

●活動場所 デイサービスセンターリーフ新市 

(新市町大字戸手 2327) 

●内  容 利用者の余暇時間に手作業（手 

芸・絵手紙・書道）や演芸（カラ

オケ等）をしてくださる方。 

※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。活動時間は短くても構い

ません。（定期的な活動、あるいは１日だけの

活動でも可能です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、ボランティア活動の体験談を募集しています。体験談はボランティア

情報誌「TUNAGU（つなぐ）」に掲載します。まだ活動していない方に情報提供をし、現在活動しているみなさんと一緒に

活動の輪を広げていきたいと思っています。 

現在活動中のみなさんにぜひ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。 

福山市南蔵王町 

デイケア「だんだん」 

●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） 

●内  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。

（個人、グループ、ジャンルは問

いません。） 

※活動の日程などは、協力いただける方と相談

しながら決めます。 

福山市駅家町 

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 

●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

で、利用者を楽しませていただける

方。 

※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。活動時間は短くても構いません。 

募集 NO.１１５ 

募集 NO.１１６ 

募集 NO.１１７ 

福山市王子町 

デイサービスセンターえんじゅ王子 

●活動日時 月曜日～金曜日 

１３：００～１４：３０の間 

●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ王子 

(福山市王子町 2-7-16) 

●内  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。 

※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。活動時間は短くても構いません。 

募集 NO.１１８ 

高齢者の方と関わる一芸ボランティアの募集 

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 

ボランティアセンターでの活動 
活動 活動日 活動時間 内容 

再生封筒作り １０月４日（木） 
１０：００

～ 

１１：３０ 

封筒の型取り型切り、糊付けやスタンプ押し 

バンク情報紙

発送作業 

１０月２５日（木） 

※10月のみ日程変更

です。お間違えなく! 

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業

※再生封筒作りで作成した封筒は、情報誌の郵送に活用

しています。 

●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） 

気軽にはじめられるボランティア活動 

当日お越しください！！ 

募集 NO.１１９ 

あなたの活動をみんなの活動へ！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

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.２０７」は、普段より一週間遅い１０月２５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、 

１０月１９日（金）までにご連絡ください。 

クリック！ 

検索 さんまい橋日記 

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  ２０１３年(平成 25 年)３月３１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 

「平成２４年７月１日熊本広域水害義援金」の受け付け中！ 

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   ０１７００－２－１１７ 

          口座加入者名   熊本県共同募金会 熊本広域大水害義援金 

「平成２４年８月京都府南部豪雨災害義援金」の受け付け中！ 

１．取扱期間  ２０１２年（平成２４年）９月２８日（金）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   ００９５０－３－１２５８ 

           口座加入者名   日赤京都府支部 京都府南部豪雨災害義援金 

※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 

２０１２年度１０年目のサマー･スクールを無事終了しました！！ 
今年度で１０年目の障がいのある小学生のための『サマー・スクール』を 

７月３０日から８月２４日までの全１５日間、開催しました。 

小学生１３５名（延３３８名）の参加を得て、笑顔いっぱ 

いの夏の思い出ができました。 

保護者の方からは「初参加で親の方もドキドキしていまし 

たが、迎えに行くととてもいい表情をしていたので安心しま 

した。」「障がいのある子どもとどう接してあげたらいいのか、 

最初は不安もあると思いますが、サマー・スク 

ールをきっかけにして障がいのある子どもの事 

を知っていただけるのはありがたいです。」と 

いう声が届きました。 

 

 

 
 

 
 

ご協力いただいたみなさん 

ありがとうございました。 
 

http://f-shyakyo.blog.ocn.ne.jp/

