ボランティアセンターでの活動

活動

活動日

再生封筒作り

２月７日（木）

バンク情報誌
発送作業

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

気軽に参加できる活動です。

募集 NO.１９７

活動時間

内容

ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）

NO．210

封筒の型取り型切り,糊付けやスタンプ押し
１０：００～
１１：３０

２月２１日（木）

●活動場所 福山すこやかセンター

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業
※発送作業が早く終わった場合、再生封筒作りをします。

発行日：2013.1.17

●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

●ホームページ

編集・発行

FAX ０８４－９２８－１６２２

http://www.f-shakyo.net/

福山市社会福祉協議会

ボランティアセンター

２階 ボランティア活動センター（福山市三吉町南 2-11-22）

ボランティアの皆様へ
小学生のためのボランティア教室

新しい年を迎え寒さもまして来ておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
インフルエンザ等が流行し始める時期となりますので、お身体を大切にお過ごしください。

ボランティア活動や障害のある人たちとのふれあいを通じて「違いを認め合い、共感する豊かな心を育てたい」
という思いから「小学生のためのボランティア教室」を企画しました。多くの子どもさんのご参加をお待ちして

ボランティアセンター職員一同、気を引き締めて頑張りたいと思いますので、
本年も引き続きよろしくお願いいたします。
ボランティアセンター職員一同

います。
（※一日のみの参加も可能です。
）
●日程･内容 ２月１６日（土） 『車イスにのってみよう！車イスを利用している人のお話を聞こう。』

１月１７日(木)は、防災とボランティアの日です。

２月２３日（土） 『点字をうってみよう！目の不自由な人のお話を聞こう。
』
３月 ２日（土） 『手話を覚えよう！耳の不自由な人のお話を聞こう。』
●

時 間 １０：００～１１：３０

●

場 所 福山すこやかセンター ２階地域ケア研修室

●

対 象 市内在住の小学生 ● 定員 ３０名（先着順）● 受講料 無料

●申込方法 学校名・学年・住所・名前・電話番号・希望日を電話か FAX にてお申し込みください。

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！
２０１３年(平成２５年)３月３１日（日）まで

１．取扱期間
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

「フィリピン南部台風救援金」の受け付けが開始されました！
２０１３年(平成２５年)３月１８日（月）まで

１．取扱期間
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

００１１０－２－５６０６

口座加入者名

日本赤十字社

そ

通信欄に「フィリピン南部台風」と明記してください。

の

他

※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

毎年、１月１７日は「防災とボランティアの日」
、１月１５日～１月
２１日は「防災とボランティア週間」です。１９９５年１月１７日に発
生した阪神・淡路大震災をきっかけに、災害時におけるボランティアの
重要性が確認され「災害時におけるボランティア活動および自主的な防
災活動について認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図る
こと」を目的として制定されました。
あと２ヶ月で、２年を迎える東日本大震災。東北３県(岩手県・宮城
県・福島県)でボランティア活動参加者数は延１１５万９,７００人（２０１２年１２月９日現在）となりました。
活動の初期段階では被災家屋(個人宅)のがれき除去や清掃、側溝整備(泥だし)、救援物資の仕分け作業、避難
所の環境改善活動などの力仕事を中心とした活動が実施されてきました。（現在も地域によっては力仕事を中心
とした活動もあります）
その後、仮設住宅や、みなし仮設での生活等に移ったなかで、被災地で求められるボランティア活動は、被災
者の生活支援（買物支援、調理支援、環境整備）、安否確認、孤立防止などの活動が中心になっています。サロ
ンなどの交流活動、イベント実施や参加も求められています。
これらの活動には、被災者とコミュニケーション、人間関係づくりが必要となることから、比較的長期あるい
は継続的（断続的）に被災地に滞在できる方が適役となります。これらの活動は現地社協等職員も担いますが、
ボランティアの特性が生きる重要な役割となっています。
ボランティアセンターでは１月１５日（火）～１月２１日（月）
の「防災とボランティア週間」の期間中、福山すこやかセンター1
階東側通路にて、震災パネルの展示をしています。
この東日本大震災を忘れないために、私たちにできることは何か
…そしてこの様な大震災に備え私たちにできることは何か…
あらためて被災地の写真をご覧いただければと思います。

「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。

さんまい橋日記

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.２１1」は、２０１３年 2 月 21 日（木）発行予定です。
次号の TUNAGU（つなぐ）にボランティア募集記事の掲載希望や発送時にチラシ等の封入希望の
グループ・団体は、２０１３年 2 月 15 日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

『小学生のためのボランティア教室』がはじまります。
小学生のためのボランティア教室(全３回)が２月１６日(土)からはじまります。
教室では車イスや点字、手話を実際に体験し、当事者の方の声を聞くことで、子どもたちに障がいの
ある方についての理解を深めてほしいと思います。
詳しい内容や申し込みの方法については最後のページをご覧ください。

急募！！託児ボランティア
ファミリー・サポート・センター

募集 NO.１８０

子育て支援事業
◆日

時 １月３１日（木）

１月２５日(金)締切！
＊スノーボード・スキーの得意な方＊

◆内

福山市保健所健康推進課
離乳食講習会
活動場所
活動日
東部市民センター２階創作室
２月８日（金）
神辺中央コミュニティセンター

福山すこやかセンター
３階

調理実習室・学習室

西部市民センター
●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。

①子育て支援事業（うさぎサークル）
９：３０～１２：３０
●活動場所 東部市民センター

ＮＰＯ法人

募集 NO.１８３
◆日
◆内

●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）

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)

活動に参加できる方の
ご連絡をお待ちしております。

男性のボランティアさんも
活躍中です！！
→ →

施設内での活動

募集 NO.１９０

特別養護老人ホーム 悠芳苑
福山市熊野町

えーる

ハンディキャップのある人たちとその家

昼食・集合場所までの交通費あり。

プールでのボランティア

●活動場所 特別養護老人ホーム くさど

容 車いすの清掃等をお願いします。

●募集人数 個人、団体での参加も可能です。

（福山市草戸町 5-8-24）
●内

ボランティアセンターにご相談くだ

容 車いすの清掃等をお願いします。

さい。

ボランティアセンターへご相談ください。 下記の施設では、歌や踊り、楽器演奏、カラオ

高齢者の方と関わる一芸ボランティア

福山市明神町

１０：００～１２：００
●活動場所 福山すこやかセンター１階
水浴訓練室（三吉町南 2-11-22）
象 施設利用者の方と一緒にプールで遊んだ
り、泳いだり、歩いたりしてください。

駅家東デイサービスセンター
福山市駅家町
●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)
募集 NO.１９１

施設で活動します！

市内で美容師をしている方が、市内の福祉施設で
訪問理美容に関する活動をしたいと言われていま

募集 NO.１９３

デイサービスセンターえんじゅ王子

福山市王子町

●活動日時 月曜日
象 福山市内の福祉施設等

デイケア だんだん
福山市南蔵王町
●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）
募集 NO.１９２

募集 NO.１９４

福山市新市町
●活動日時 月曜日～土曜日
●活動場所 デイサービスセンターリーフ新市

●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ王子

(新市町大字戸手 2327)

(福山市王子町 2-7-16)

募集 NO.１９５

デイサービスセンターリーフ新市

１４：００～１５：００の間

※まずはボランティアセンターにご相談ください。

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

ケ、将棋、囲碁、腹話術、手品、書道、絵手紙、
手芸等の一芸ボランティアを募集しています。
※活動の内容や日程などは、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。ご協力お願いいたします。

●活動日時 月曜日～金曜日
１３：００～１４：３０の間

す。
●対

（福山市熊野町乙甲 1630）
●内

さんさん作業所

●活動日時 毎週水曜日

募集 NO.１８６

●活動場所 特別養護老人ホーム 悠芳苑

●募集人数 １～２人

◆募集人数 ２～３人

●対

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。

●活動日時 活動日程等は相談に応じます。
１３：３０～１５：００

一緒に遊んでください。
◆そ の 他

福山市草戸町

野上町

時 ２月１７日（日） ７：４５～１７：００
容

特別養護老人ホーム くさど

募集 NO.１８９

族が雪遊びに行きます。移動の手伝い、

ホール

９：３０～１２：１５

●募集人数 １～２人

１月３１日（木）締切！＊雪遊び＊

●活動日時 ２月１日(金)･２月１５日(金)

一緒に託児ボランティアの

一緒にすごし、話をしてください。

●募集人数 ５～６人

●募集人数 １人

◆募集人数 各日１～２人

象 ①認知症の高齢者を支援したい方

昼食代やバス代などは会が負担します。

②子育て支援事業（ぱんだサークル）

の託児です。

●対

③認知症の介護について学びたい方

●活動日時 ２月５日(火)･２月１９日(火)

◆内

後半の女性(要介護１)と施設内で

●そ の 他

募集 NO.１８５

福山市東部・北部保健福祉課

容 グループホームに入所中の７０代

容 利用者の方との散歩や会話等です
②認知症サポーターの方

●募集人数 各３～１０人

募集 NO.１８４

●活動場所 グループホーム ぬくもりの家
●内

●募集人数 ３人

２月２８日（木）

●活動時間 １３：１５～１５：３０

●活動日時 活動日程は相談に応じます。

●内

◆活動場所 広島県民の森スキー場
２月１３日（水）

福山市高西町

（福山市高西町 100-1）

（福山市草戸町 4-22-1）

容 子どもたち（小学生～高校生）にスキーま

ぬくもりの家

１３：００～１７：００の間

１０：００～１５：００の間

（島根県仁多郡奥出雲町）
たは、スノーボードを教えてください。

募集 NO.１８２

グループホーム

募集 NO.１８８

●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど

●活動場所 三井野原スキー場

◆募集人数 ５人

福山市草戸町

傾聴ボランティア

●活動日時 月～土曜日

●活動日時 ２月３日（日） ７：００～１９：００

●内

ふぁみりえ山陽くさど

募集 NO.１８７

発達に何らかの課題のある

子どもたちの余暇活動を支援している会

容 保護者が講習会を受けている間、一
緒に来ている子どもの託児です。

認知症対応型デイサービス

「いちごの会」

募集 NO.１８１

１０：００～１１：５０
◆活動場所 まなびの館ローズコム４階 和室
募集
NO.１６０ 1-10-1）
（福山市霞町

認知症の方への施設内でのボランティア

エクセル福山
福山市水呑町

●活動日時 日程、時間等は協力いただける方と
相談しながら決めます。
●活動場所 エクセル福山（福山市水呑町 4433）

募集 NO.１９６

デイサービスセンターえんじゅ多治米

福山市多治米町

●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多治米
(福山市多治米町 5-16-12)

