福山市西深津町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）

NO．213
発行日：2013.4.18

●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

０８４－９２８－１３３３

●ホームページ

編集・発行

FAX ０８４－９２８－１３３１

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

福山市社会福祉協議会

ｺﾝｻｰﾄ会場運営等ボランティア
心･愛ふるさとファーム in

募集 NO.１

及び内容 11:00～15:00 会場設営、駐車場係
13:00～17:00 会場受付、会場運営

助や利用者と一緒にバラ公園を見学し
ていただける方を募集しています。

●活動場所 福山市東部市民センター

地域におけるボランティア活動の活性化へ向け、地域福祉の推進と一体的に取り組みをし
ていきます。

●募集人数 各日１～２人

（伊勢丘 6 丁目６-１）

●募集人数 ５～10 人

託児ボランティア
福山市

託児ボランティア
募集 NO.３

福祉のまちづくり課
ボランティアセンター

募集 NO.４

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

5 月 15 日（水）

３階

調理実習室学習室

13:30～15:15
5 月 14 日（火）

西部市民センター

13:30～15:15

福祉のまちづくりの推進を図るため、地域福祉課を「福祉のまちづくり課」へ名称を変更し、福祉の
まちづくり課の中へボランティアセンター業務を位置づけます。

5 月 29 日（水）

北部市民センター

13:30～15:15
ボランティアについての相談、又ボランティア活動センター・点訳作業室・朗読録音室等の予約及び各部

●内
話

０８４－９２８－１３３３・０８４－９２８－１３４６

ＦＡＸ

０８４－９２８－１３３１・０８４－９２８－１６２２

か ん な べ
桜 ま つ り
神辺町ボランティア連絡協議会及び湯田学区の福祉
を高める会などによるうどん・カレー・炊き込みご
飯・味噌田楽等、おいしくいただきました！

5 月 10 日（金）

東部市民センター

屋の鍵の受け渡しは１Ｆ福祉のまちづくり課までお願いします。
電

福山記念病院

●活動日時 ５月２０日～２５日(月～土)
１３：００～１５：００
●内 容
バラ公園へ見学に行く際の車イスの介

ｺﾝｻｰﾄ終了後の片づけ

４月１日から社協の組織が変わりました。

通所リハビリテ-ｼｮﾝデイケア

募集 NO.２

福山・横枕

●活動日時 ５月４日(土)

福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

バラ公園見学同行ボランティア

容

13:30～15:15

保護者が講習会を受けている間、乳

①子育て支援事業（ぱんだサークルⅠ・Ⅱ）
●活動日時 5 月 10 日(金)･5 月 17 日(金)
９：３０～１２：３０
●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）

②子育て支援事業（うさぎサークルⅠ･Ⅱ）
●活動日時 ５月７日(火)･５月２１日(火)
９：３０～１２：３０
●活動場所 東部市民センター ホール
（伊勢丘 6 丁目 6－１）

◆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)

児（３～７か月）の託児です。

●募集人数 各３～１０人

の託児です。

◆募集人数 各日１～２人

施設内ボランティア

施設内ボランティア

ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
認知症対応型ディサービｽ

募集 NO.５

ふぁみりえ山陽くさど

●活動日時 相談に応じます。
１０：００～１５：００の間
●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど
（草戸町 4-22-1）

●内 容

利用者の方との散歩や会話

募集 NO.７

東部・北部保健福祉課

募集 NO.６

仁伍

認知症対応型共同生活介護
事業所仁伍

福山市木之庄町

●活動日時 月に１～２回程度(相談に応じます)
１４：００～１６：００の間
●活動場所 認知症対応型共同生活介護事業所仁伍
（木之庄町 4-4-26）

●内 容

利用者の方との散歩や会話(おりがみ等)

子 ど も た ち の 居 場 所 づ く り
子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを支援する会

ななめの会

募集 NO.５ 16:30 からは終わりの会をします。
●活動日時 毎週土曜日(４/27･5/11･18･25）１４：００～１６:３０
●活動場所 福山すこやかセンター（三吉町南 2-11-22）●申込み 事前に活動内容等の説明をします。
●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、子どもたちと話をして下さい。

高齢者の方と関わる一芸ボランティア
次の施設では、歌や踊り、楽器演奏、カラオケ、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

募集 NO.１７

ボランティアセンターでの活動

●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 (三吉町南 2-11-22)
活
動
再生封筒作り
バンク情報誌発送作業

たします。

活 動 日
活 動 時 間
5 月 2 日（木） １０：００～
5 月 16 日（木） １１：００

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
１４：００～１５：００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.９

デイサービスセンターリーフ新市

福山市新市町
●活動日時 月曜日～土曜日
１４：００～１５：００の間

デイケア

だんだん
福山市南蔵王町

募集 NO.１３

デイサービスセンターえんじゅ王子

福山市王子町

１２：４５～１３：１５の間

●活動場所 デイサービスセンターえんじゅ王子
(王子町 2-7-16)

募集 NO.１０

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
相談して決めます。
●活動内容 一芸、定期シーツ交換
●活動場所 エクセル福山
(水呑町 4433)

●募集人数

募集 NO.１４
障害福祉サービス事業所

風

福山市千田町
●活動日時 活動日程は相談に応じます。
１３：３０~１４：３０の間
●活動場所 障害福祉サービス事業所 風
(千田町 2 丁目 15-25)
はんこ、色遊びお手伝いボランティア

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

２．義援金窓口

問い合わせ先

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

日赤広島県支部福山市地区（事務局：福山市社協）

１３：００～１４：３０の間

(南蔵王町 4-16-16)

募集 NO.１１

２０１４年(平成２６年)３月３１日（月）まで

電話：（０８４）９２８－１３３４ ファックス：（０８４）９２８－１３３１

●活動日時 月曜日～金曜日

●活動場所 デイケア「だんだん」

象

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業

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

●活動場所 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

●対

封筒の型取り型切り、糊付けやスタンプ押し

募集
募集NO.９
NO.１２

(新市町大字戸手 2327)

●活動場所

容

＊発送作業が早く終わった場合、再生封筒作りをします。

募集 NO.８

●活動日時

内

ぬくもりの家

福山市高西町
活動日程は相談に応じます。
１３：００~１７：００の間
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ぬくもりの家
(福山市高西町 100-1)
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに入所中の 70 代後半の
女性(要介護１)と施設内で一緒に
過ごし、話をしてください。
１～２人

色あそび研究室
募集 NO.１５

子育て支援部
福山市西深津町

２０１３年度(平成２５年度)
ボランティア活動保険の加入申し込みについて
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 2013 年度ボランティア活
動保険の加入受付を行っています。詳しくはボランティアセンター職員におたずねください。
●ボランティア活動保険
基本タイプＡ・Ｂ、天災タイプＡ・Ｂの４つのコースがあります。
タイプ
年間保険料
タイプ
年間保険料
基本タイプ A
３００円
天災タイプ A
４６０円
基本タイプ B
４５０円
天災タイプ B
６９０円
※２０１３年度(平成２５年度)からボランティア活動保険の金額が変更となりました。
●補償期間 ２０１３年４月１日 午前０時～２０１４年３月３１日 午後１２時まで
●問合せ先 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
電話（０８４） ９２８－１３３３ ＦＡＸ（０８４） ９２８－１３３１

●活動内容 はんこ、色遊びの準備及びお手伝い
●内容説明日 4 月 27 日(土)14:00～
すこやか２F ボランティア活動室

施設で活動します
福山市内で美容師をして

募集 NO.１６

います

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 福祉のまちづくり課
TEL ０８４－９２８－１３３３
FAX 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しています。

さんまい橋日記

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会福祉

市内で美容師をしている方が、定休日の日に市内にある福祉

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。

のまちづくり課までご連絡ください。

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す。

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２１４」は、２０１３年５月１６日（木）発行予定です。

●活動内容 月曜日 時間は相談に応じます

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、

●対 象

５月１０日（金）までにご連絡ください。

電話 084-928-1333

福山市内の福祉施設

検索
クリック！

