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）

も
NO．219

●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

発行日：2013.10.17

●電話 ０８４－９２８－１３３３
●ホームページ

編集・発行 福山市社会福祉協議会

楽しく学んでいます！

FAX ０８４－９２８－１３３１

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

福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

広島県健康福祉大学校（プラチナ大学）
広島県社会福祉協議会主催の「広島県健康福祉大学校（プ
ラチナ大学）」が廿日市市と福山市の 2 会場で開催されて
います。福山会場では 23 名の方が受講，1 年間という長
い学びに挑戦中です。「プラチナ大学」の目的は，①社会
貢献・社会参画へチャレンジするための実践力を身につけ
る②学習を通じ他者との協調性を養い地域社会で活躍・貢
献したいという意欲を高める，こう聞くととてもかた～い
内容のようですが，写真のようにピザをつくって自由討議
をしたり，地域の居場所を見学したりと，学習・交流・実
践を織り交ぜながら楽しく学んでいます！

発達に何らかの課題のある中学生・高校生の居場所 ～てらこや～
ボランティアさんの協力をいただき，発達に何らかの課題がある中学生・高校生の居場所づくりに取り組ん
でいます。毎月１回，福山すこやかセンターに集まり，おやつづくりやテレビゲームでのんびり，楽しく過ご
しています。

↑買い出しも楽しい

↑フレンチトーストづくりに挑戦！

↑なかなか本格的

福山ＬＣ，福山東ＬＣ，福山ニューＬＣ，福山南ＬＣ，福山フラワーＬＣ， （「ＬＣ」はライオンズクラブの略です）

ライオンズクラブ 5 クラブが宮城県岩沼市へ本を寄贈！！
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県岩沼市社会福祉協議会の職員
ティアセンターの職員）からお便りが届きましたのでご紹介します。
「福山フラワーライオンズクラブ他５クラブさんからたくさんの書籍をい
ただきました。当初，６００冊くらいとお聞きしていたので津波被害を受け
た公民館で活用していただこうと思っていたのですが，贈っていただいた冊
数がなんと２９９２冊！段ボールにして４５箱！「ならばっ！」と津波被害
や地震被害を受けた岩沼市内の保育所や福祉施設へも声をかけさせていた
だきました。『施設に文庫を作りたかったので丁度よかった！』『津波で施
設の書籍が被害を受けてそのままだったのでうれしい！』と喜んでお持ち帰
りになりました。協力いただいたみなさんへよろしくお伝えくださいね」

青山奈保美さん（元福山市社協ボラン

託児ボランティア
募集 NO.１３６

託児ボランティア
福山市ファミリー･

福山地区歯科衛生連絡協議会

福山市蔵王町

募集 NO.１３７

サポート･センター
福山市霞町

●活動日時 11 月 8 日(金)
●活動日時 11 月 15 日(金)

14：00～16：00

10:00～11:30

●活動場所 まなびの館ローズコム４Ｆ大会議室

●活動場所 まなびの館ローズコム 4Ｆ

（霞町 1-10－1）

（霞町 1-10-1）

●活動内容 講演会に出席している間の託児
●募集人数

●活動内容 講座を受講している間の託児

2名

＊食事有

託児ボランティア

託児ボランティア
福山市保健所健康推進課

募集 NO.１３８

離乳食講習会

活動場所

活動日

福山すこやかセンター

11 月 13 日（水）

３階 調理実習室学習室

13:30～15:15
11 月 12 日（火）

西部市民センター

13:30～15:15
11 月 8 日（金）

東部市民センター

13:30～15:15

神辺中央

11 月 15 日(金)

コミュニティーセンター

13：30～15：15

●活動内容 保護者が講習会を受けている間、
乳児（３～７か月）の託児

福山市
募集 NO.１３９

東部・北部保健福祉課

①子育て支援事業（ぱんだサークルⅠ・Ⅱ）
●活動日時 11 月 1 日(金)･11 月 15 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 11 月 5 日(火)･11 月 19 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）
◆活動内容 子どもと保護者が活動をしてい間
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
◆募集人数 各日１～２人

託児ボランティア
募集 NO.１４０

人権推進課

障がい者の施設ボランティア

福山市

●活動日時 10/19･26･11/2･9･16･30
12：30～16：15
●活動場所 市役所 9Ｆ会議室（東桜町 3-5）
●活動内容 日本語教室に参加している間の託児
●募集人数 ２名
●駐車場
市営東桜町駐車場を利用下さい
●その他
交通費実費程度支給

募集 NO.１４１

障害福祉サービス事業所 風

福山市千田町

●活動日時 11/2･12/8
13：50～14：30 の間
●活動場所 障害福祉サービス事業所 風
(千田町 2-15-25)
●活動内容

18 歳以上の重度の障害の方対象と
した一芸(歌、踊り、演奏、読み聞
かせ、ゲーム等)

子 ど も た ち の 居 場 所 づ く り
募集 NO.１４２

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(10/19･26･11/2･9･16･23･30)１４：００～１６:３０
16:30 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）
※事前に活動内容等の説明をします！
●活動内容 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。

施設まつりお手伝いボランティア
募集 NO.１４３

ｺﾝｻｰﾄお手伝いボランティア

グループホームやすらぎ

せんだんの家

募集 NO.１４４

福山市加茂町

福山市曙町
●活動日時 11 月 10 日（日）

●活動日時 11 月 10 日（日）雨天決行

13：30～16：00

10：30～14：30

●活動場所 福山市北部市民センター

●活動場所 グループホームやすらぎ

（駅家町大字倉光 37-1）

（曙町 3 丁目 17-5）
●活動内容 模擬店のお手伝いや片付け等

●活動内容 模擬店･バザー販売･利用者の引率等

●募集人数 4～5 人

●持参物

●駐車場

エプロン･三角巾･軍手･タオル
*昼食有

＊昼食有

一の川公園

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア

秋まつりボランティア

小規模多機能ホーム
スマイル千田

募集 NO.１４５

福山市千田町

●活動日時 11 月 16 日(土) 9：00～15：00
●活動場所 小規模多機能ホーム スマイル千田
（千田町 3-52-14）
●活動内容 来場者の誘導と屋台の手伝い
●募集人数 ４～５人

募集 NO.１４６

作業所あいあい広場
福山市神辺町

●活動日時 ①第 1、3 土曜日 9：00～12：00
②第 2、4 土曜日 9：00～16：00
（いづれも昼食有り）
●活動場所 あいあい広場
（神辺町徳田 1848）
●活動内容

障害のある児童及び成人の方と一緒
にスポーツや外出など日中活動して

バザーお手伝いボランティア
募集 NO.１４７

くれる方

「ゼノ」少年牧場
福山市沼隈町

施設内ボランティア

●活動日時 11 月 4 日（月） 雨天決行
10：00～15：50

デイサービスきなこ

福山市今町

募集 NO.１４８

●活動場所 福山市沼隈サンパル
(沼隈草深 1890-4)

●活動日時

●活動内容 模擬店、会場係、ステージの準備、
販売等
●その他

14：00～15：00
●活動場所

会場から福山駅まで送迎あり
自家用車でお越しの方は駐車場有

月 1 回（日程はご相談下さい）
ディサービスきなこ

（今町 2-5）
●活動内容

歌、踊り等（楽しませてくれる方）

＊昼食有

託児ボランティア
傾聴ボランティア
募集 NO.１５０

地産地消推進課
福山市

募集 NO.１４９
●活動日時
●三吉町南にお住いの 80 歳代の男性の話相手に

なって下さる方募集
●日時は水曜日の午前中 1 時間程度
●連絡は社会福祉協議会福祉のまちづくり課ま
でご連絡下さい！

12 月 7 日（土）
9：30～14：00

●活動場所

福山すこやかセンター栄養指導室

（南三吉町 2-11-22）
●活動内容

料理教室に参加している間の託児
＊昼食有

募集 NO.１５１

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
活 動 日
活 動 時 間
内
容
再生封筒作り
11 月 7 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
宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の
バンク情報誌発送作業 11 月 21 日
（木） 10：00～
封入作業 ＊早く終わった場合、再生封筒作り
11：30

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ
「埼玉県竜巻災害義援金」
2013 年(平成 25 年)9 月 10 日(火)～2013 年(平成 25 年)10 月 31 日(木)

１．受付期間

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号：
「００２００－５－１０２１」
加入者名： 日本赤十字社埼玉県支部竜巻災害義援金

「京都府台風 18 号災害義援金」
2013 年(平成 25 年)9 月 24 日(火)～2013 年(平成 25 年)10 月 31 日(木)

１．受付期間

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号：「００９６０－６－３０３２４１」
加入者名： 日赤京都府支部京都府台風１８号災害義援金

「埼玉県台風 18 号災害義援金」
2013 年(平成 25 年)9 月 25 日(水)～2013 年(平成 25 年)10 月 31 日(木)

１．受付期間

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号：「００１９０－３－２９１４８２」
加入者名： 日本赤十字社埼玉県支部台風 18 号災害義援金

「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

問い合わせ先

２０１４年(平成２６年)３月３１日（月）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

日赤広島県支部福山市地区（事務局：福山市社協）
電話：
（０８４）９２８－１３３４

ファックス：（０８４）９２８－１３３１

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

さんまい橋日記

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.２２０」は、２０１３年 1１月２１日（木）発行予定です。
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、
1１月１５日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

