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福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

ボランティア体験コーナーも盛況でした！
「第 37 回ふれあい福祉まつり」が 10 月 19 日・20 日に開
催されました。福山社会福祉協議会に登録しているボラ
ンティアグループが協力して「ボランティアコーナー」
を運営，たくさんの市民のみなさんが手話，点字，布の
絵本づくり，古切手の整理，車イス体験や視覚障がい者
のガイドなどを体験しました。
中でも要約筆記サークルの「エアペン」が注目を集め
ていました！紙に書いた手書き文字がパソコン文字にな
り，これをプロジェクターなどで投影して，聴覚に障が
いのある方のコミュニケーションに役立てられていま
す。（右の写真）。

宮城県岩沼市の仮設住宅で

「歌声喫茶＆ライブ」

私たち，がんばっています！
オカリナ演奏グループ「サンリーナ」

福山のアマチュアバンドで「ふれあいサロン」や福祉施設
などを訪問している「おじさんずぅ～＆おばさんずぅ～」の
メンバーが，宮城県岩沼市の仮設住宅へ行き，一日限りの「歌
声喫茶」をオープン，仮設住宅で生活をしているみなさんと
楽しいひと時を過ごしました。
「おじさんずぅ～＆おばさんずぅ～」の訪問は，今回で３
回目，顔なじみなった人や心待ちにしている人も多く，歌集

が配られると早速，リクエストする人も。

←仮設住宅の集会所には
たくさんの人が集まって
くれました。
「待っていた
よ～」の声も！

オカリナ演奏グループ「サンリーナ」，こ
の日は，松永コミュニティセンターで行わ
れた研修会に招かれ，約３０分演奏をしま
した。
「サンリーナ」は，視覚障がい者二人と
朗読ボランティアを行っている方，３人で

→リクエストした人が「生
バンドをバックに歌うの

は初めてだから～」「みん
なで歌うから大丈夫～」

結成。以来，求めに応じて福祉施設など訪
問し，演奏会を行っています。

「譜面が見えないのにどうやって曲を覚
えるの？」等の質問にも気さくに応じてく
れます。
「障がいがあっても人の役に立ちたいと

癒えないところはたくさんあると思いますが，街は少し活気

いう思いは変わらない」メンバーの一人は

づいています。東北の底力ですね！

そう話してくれます。

託児ボランティア

託児ボランティア
広島県東部里親連合会
福山市三吉町
●活動日時 11 月 24 日(日)
10：00～12：00
●活動場所 すこやかセンター３F 活動室
募集 NO.１５２

今津公民館
福山市松永町

募集 NO.１５３
●活動日時 11 月 30 日(土)
13:30～16:30

●活動場所 松永公民館３F 和室
（松永町 3-1-29 西部市民センター内）

（三吉町南 2-11-22）
●活動内容 交流会をしている間の託児

●活動内容 講演会を聞いている間の託児

●募集人数 ２名

●募集人数 ５～６人

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

離乳食講習会

募集 NO.１５４
活動場所

活動日

福山すこやかセンター

12 月 11 日（水）

３階 調理実習室学習室

13:30～15:15
12 月 3 日（火）

北部市民センター

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

●募集人数 各３～１０人

募集 NO.１５５

福山市
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 12 月 6 日(金)･12 月 20 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 12 月 3 日(火)･12 月 17 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)
の託児
◆募集人数 各日１～２人

託児ボランティア
人権推進課
福山市

募集 NO.１５６

●活動日時 12/7･14･21
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

施設内ボランティア
募集 NO.１５７

ケアビレッジバラの家
福山市多治米町

●活動日時 11 月 28 日(木)
14：00～14：40 の間
●活動場所 ケアビレッジバラの家
(多治米町 1-28-11)
●活動内容

フラダンスを踊って下さるボラン
ティアグループの方

子どもたちの居場所づくり
募集 NO.１５８

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(11/30･12/7･14･21･28)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。

買物や調理のお手伝いボランティア

託児ボランティア
地産地消推進課
福山市

募集 NO.１５９
●活動日時 12 月 7 日（土）

福山市野上町
●活動日時 12 月 23 日（月）

9：30～14：00

10：00～13：00

●活動場所 福山すこやかセンター3F 栄養指導室

●活動場所 福すこやかセンター3F 調理実習室

（三吉町南 2 丁目 11-22）

（三吉町南 2 丁目 11-22）

●活動内容 料理教室に参している間の託児

●活動内容 利用者の方と買物、調理
●持参物

エプロン･三角巾
*昼食有

●交通費実費支払有

＊昼食有

習字を教えてくれるボランティア

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア

ケアビレッジバラの家

募集 NO.１６１

特定非営利活動法人えーる

募集 NO.１６０

福山市多治米町

●活動日
月曜日～土曜日
●活動場所 ケアビレッジバラの家
（多治米町 1-28-11）
●活動内容 利用者さんに習字を教えて下さる方

作業所あいあい広場
福山市神辺町

募集 NO.１６２

●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

施設内ボランティア

にスポーツや外出など日中活動して

認知症対応型ディサービス
募集 NO.１６３

障害のある児童及び成人の方と一緒
くれる方

ふぁみりえ山陽くさど

福山市草戸町

施設内ボランティア

●活動日時 月曜日～土曜日

グループホームバラの家
福山市沖野上町

10：00～15：00 の間
募集 NO.１６４

●活動場所 ふぁみりえ山陽くさど
(草戸町 4-22-1)
●活動内容

利用者の方と会話や散歩をしてく

●活動日時

12 月 21 日（土）
13：30～14：30

れる方
●活動場所

グループホームバラの家
（沖野上町 1-3-11）

●活動内容

歌、踊り等（楽しませてくれる方）

ボランティアセンターでの活動
募集 NO.１６５

●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

活

動

日

活 動 時 間

内

容

12 月 5 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
12 月 19 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
「鹿児島県奄美南部台風第 24 号災害義援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)10 月 25 日(金)～2013 年(平成 25 年 12 月 17 日(火)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００９８０－４－２０２５１４」
加入者名： 日赤鹿児島県支部台風２４号災害義援金

「京都府台風 18 号災害義援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)9 月 24 日(火)～2013 年(平成 25 年)11 月 29 日(金)

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： 日赤滋賀県支部滋賀県台風１８号災害義援金

「滋賀県台風 18 号災害義援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)9 月 30 日(月)～2013 年(平成 25 年)11 月 29 日(金)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：
「００９４０－４－１６５１８４」
加入者名： 日赤滋賀県支部滋賀県台風 18 号災害義援金

「千葉県茂原市台風 26 号災害義援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)11 月 1 日(金)～2013 年(平成 25 年)12 月 31 日(火)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１２０－５－７９０４８１」
加入者名： （日赤）千葉県茂原市台風 26 号災害義援金

「伊豆大島等台風 26 号災害東京都義援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)10 月 19 日(土)～2014 年(平成 26 年)1 月 31 日(金)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：「００１６０－５－６９５４３４」
加入者名：日赤東京都支部伊豆大島台風 26 号災害義援金

「2013 年フィリピン台風救援金」
１．受付期間

2013 年(平成 25 年)11 月 11 日(月)～2014 年(平成 26 年)2 月 28 日(金)

２.受付口座 （1）銀行名 : ゆうちょ銀行・郵便局／口座番号：
「００１１０－２－５６０６」
加入者名：日本赤十字社「2013 年フィリピン台風」と明記して下さい。

「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

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
口座加入者名

問い合わせ先

日本赤十字社

００１４０－８－５０７

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

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.２２１」は、２０１３年 12 月１９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、
12 月１3 日（金）までにご連絡ください。

検索
クリック！

