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
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草笛学園

●活動日時 5 月 21 日(火)･28 日(火)
6 月 11 日(火)18 日(火)25 日(火)

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

福山市社会福祉協議会

児童発達支援センター

募集 NO.１８

●住所

託児ボランティア

１３：４５～１５：２０

福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）
●内

容

年少から年長の園児と一緒にプール
す。

福山ろうあ協会

●活動日時 ６月２日（日）
９：３０～１２：００
２名
１２：３０～１５：００ ２名
●内 容
総会時の託児のボランティア募集して

に入ってくれる方を募集していま

福山市ボランティア連絡協議会の総会がありました。

ＮＰＯ法人

募集 NO.１９

います。
（4 名とも昼食有）

●活動場所 すこやかセンター

●活動場所 福山ＹＭＣＡプール

2013 年 4 月 20 日（土）すこやかセンターにおいて
行われました。

託児ボランティア

●

託児ボランティア

福山市
募集 NO.２１

募集 NO.２０

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

6 月 12 日（水）

３階

調理実習室学習室

13:30～15:15

コミュニティセンター

①子育て支援事業（ぱんだサークルⅠ・Ⅱ）
●活動日時 6 月 7 日(金)･6 月 21 日(金)
９：３０～１２：３０
●活動場所 駅家コミュニティセンター分館

13:30～15:15
6 月 14 日（金）

神辺中央

広島県社会福祉協議会ボランティアセンター板原邦彦さん
による記念講演

（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 6 月 4 日(火)･6 月 18 日(火)

6 月 14 日（金）

東部市民センター

13:30～15:15

東部・北部保健福祉課

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

保護者が講習会を受けている間、乳

◆内

児（３～７か月）の託児です。

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)

●募集人数 各３～１０人

の託児です。

◆募集人数 各日１～２人

・手話講習会

・朗読録音講習会

・要約筆記講習会

4 月9日から7会場で全20回の

5 月 9 日からすこやかセン

5 月 12 日から毎週日曜日すこや

講座です。

ターで全 9 回の講座です。

かセンターで全10 回実習1 回の

手話は、ものごとの意味・内容を

本や雑誌、広報や新聞その

講座です。

手指の動き、表情、動作などで具

他様々な文書を録音テー

要約筆記は、聴覚障害者への情報

体的に表していく視覚的な言語

プに吹き込み声の便りを

保障手段の一つで、話されている

です。
聴覚障害者の人たちがお互

届けます。

内容を要約し、文字として伝えま

託児ボランティア
募集 NO.２２

（霞町 1-10-1）

す。話の内容、会議の進行、講演

の心のつながりを持つための大

などをリアルタイムで文字通訳

●内 容

事なコミュニケーションの手段

し、聞こえない人も聞こえる人も

●募集人数 ２～3 人

です。

同じ場所で、同じ情報を共有し、
にして伝えます。

サポート・センター

●活動日時 5 月 29 日(水)10:00～11:30
7 月 2 日(火)10:00～11:50
●活動場所 まなびの館ローズコム

いどうしの、また、聞こえる人と

その場に参加できるように文字

保育ボランティア養成講座受講生募集
福山市ファミリー・

講座を受講している間の託児

募集 NO.２４

募集 NO.２３

福山市社会福祉協議会
ボランティアセンター

●講座日時 6 月 12 日(水)～7 月 3 日(水)の毎週
水曜日 全 4 回
１３：３０～１５：３０
●活動場所 福山すこやかセンター（三吉町南 2-11-22）
●内 容
別紙チラシをご覧ください。

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

●活動日時 毎週土曜日(6/1･8･15･22･29）１４：００～１６:３０
募集 NO.５16:30 からは終わりの会をします。
●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。

はんこ、色遊びお手伝いボランティア

球拾いや選手移動の補助ボランティア

色あそび研究室
募集 NO.２５

福山市者障害者体育センター
福山市港町
●活動日時 6 月 16 日(日)
１３：００～１６：００
●内 容
サウンドテーブルテニス審判講習会
時の球拾いや選手移動の補助
●活動場所 福山市障害者体育センター
(港町 1 丁目 11－10)
●募集人数 6 人

福山市西深津町
●内 容

福山市内で美容師を

募集 NO.２６

子育て支援部

●活動日時 5 月 25 日(土)

施設で活動します！

14:00～16:00

はんこ、色遊びの準備

●活動場所 すこやか２Ｆボランティア活動室
すこやか２F ボランティア活動室

託児ボランティア

募集 NO.３２

しています！

●活動日時 月曜日 時間は相談に応じます。
●活動内容 施設での訪問理美容に関する事
●対

象 福山市内の福祉施設等

※まずはボランティアセンターに
ご相談ください。

広島県東部里親連合会
福山市三吉町

募集 NO.２７

自然環境づくりボランティア

●活動日時 6 月 9 日(日)

グリーンヒルズ松永

募集 NO.２８

９:００～１２:００
●活動場所 福山すこやかセンター
（三吉町南 2-11-22）

福山市本郷町

福山市新市町

(本郷町 2606-1)

●活動日時 月曜日～土曜日

●活動内容 三世代の夢の丘づくり

１４：００～１５：００

すこやか２F ボランティア活動室

●活動場所 デイサービスセンター

土いじりボランティア

サマーナイトフェスタ運営ボランティア
芙蓉の家

花ネットワークＢＩＮＧＯ

募集 NO.３０

総合生活支援センターさぽーと

募集 NO.２９

福山市松永町

福山市御幸町

●活動場所 芦田川河川敷「草花公園」の畑

１６:００～２０:００の間

（御幸町中津原左岸 ちゃぷちゃぷランド下）

集合時間 １５：００(夕食有）

●活動内容 サツマイモの植栽から収穫まで

●活動場所 芙蓉の家

●募集人数 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ及び団体
10～15 グループ

（松永町 6-13-3）
●活動内容 模擬店･ゲーム･荷物運搬･会場整備

募集 NO.３４

デイケア

だんだん

すこやか２F ボランティア活動室

ボランティアセンターでの活動

募集 NO.３１

駅家東

募集 NO.３５

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

福山市南蔵王町

福山市駅家町
●活動日時 日曜日・祝日以外の平日

●活動日時 月曜日～土曜日

１４：００～１５：００の間

１２：４５～１３：１５の間

●募集人数 2 人

活

リーフ新市
（新市町大字戸手 2327）

●活動日時 5 月末～10 月末

●活動日時 7 月 13 日（日）

●活動場所

リーフ新市

●活動場所 グリーンヒルズ松永

●募集人数 2 人

施設内でのボランティア
を募集しています。
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。

センター

３

●活動日時 都合の良い日時

●活動内容 懇話会時の託児ボランティア

ディサービス

募集 NO.３３

●活動場所 駅家東デイサービスセンター

●活動場所 デイケア「だんだん」

（駅家町万能倉 160-1）

（南蔵王町４-16－16）

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）
動

活

動

日

福祉だより発送作業

5 月 27 日（月）

再生封筒作り

6月

バンク情報誌発送作業

6 月 20 日（木）

活

動

時

間

10：00～12：00

6 日（木） 10：00～11：30
10：00～

内

容

福祉だより封入作業

デイサービス

封筒の型切り、糊付けやスタンプ押し
宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の封入作業

11：30

＊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.３６

障害福祉サービス

えんじゅ王子

福山市千田町

福山市王子町

１３：３０～１４：３０の間
●活動場所 障害福祉サービス事業所 風
福祉のまちづくり課までご連絡ください。
電話 084-928-1333

センター

風

事業所

●活動日時 活動日程は相談に応じます。

ご協力いただける方は、福山市社会福祉協議会

募集 NO.３７

（千田町 2-15-25）

●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
（王子町 2-7-16）

広島県高齢者健康福祉大学校（プラチナ大学）福山会場

受講生募集

～申込締切り延長・参加費の全額を補助します～
（すでに申し込まれた方も参加費は全額補助）

平素は,ボランティア活動推進にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて,広島県社会福祉協議会では,別紙のとおり「広島県高齢者健康福祉大学校（プラチナ
大学）福山会場」の受講生（概ね 55 歳以上）を募集しています。
この大学校は,ボランティア活動や地域活動,自分の能力を社会で活かしたい,と思われて
いる人を対象に,活動に必要な技術や知識（コーディネートの役割と視点・傾聴技術・地域福祉活
動やボランティア活動の考え方など）を楽しく仲間づくりをしながら学べる講座です。
関心のある方は，是非，お申し込みをいただきますようお願い申しあげます。
日

程：6/22・6/29・7/13・7/27・8/10・8/31・9/14・9/28・10/12・11/9・11/30・12/14
1/18 すべて土曜日です！

時

間：13：00～16：00
※6 月 22 日は広島市で開講
式を行います。貸し切り
バスで行きます。交通費
は必要ありません。

もう少し詳しい内容が知りたい！と言われる方は，
ご連絡ください！

1. 申込み方法
お電話かＦＡＸでお名前・住所・電話番号をお知らせください。ＦＡＸ
の場合は「プラチナ大学参加希望」と明記してください。
福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課
〒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 ＦＡＸ：０８４－９２８－１３３１

2. 参加費
3. 申込締切

全額を補助させていただきます。
6 月 10 日まで延長します。
（但し：定員になり次第締め切りますのでお早めに！）

4. その他
講座によっては広島市で実施します。その場合は貸切バスを用意いたします（交通費は不要
です）。

