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●と き ３月６日（木）１０：００～１１：３０ ●場 所 福山すこやかセンター１階多目的ホール 

●講 師 田川 雅規さん（コミュニケーション麻雀協会 代表理事） 

【対  象】 地域で行われているふれあい・いきいきサロンのボランティアさん 

       高齢者の介護施設などの職員さん 

コミュニケーション麻雀に関心のある方ならどなたでも 

【募集人数】 ４０人（先着順） 

【申込方法】 お電話か FAX で福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課へご連絡ください。FAX の場

合はお名前・電話番号をお知らせください。 

申込・問い合わせ先 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

●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 FAX ０８４－９２８－１３３１ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 

編集・発行 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課（ボランティアセンター） 

 

発行日：2014.2.20 

 

NO．223 

社会福祉協議会ボランティアセンターでは，企業・事業所の地域貢献活動，職員さんのボラン

ティア活動の体験の場等の相談に応じています。 

 

セキスイハイム中四国㈱社員さん６人が，福祉施設の車イスの清掃のボランティアを体験されました。 

○ 今まで車イスにふれることがなかったので，貴重な体験をさせ

ていただきました。 

○ 車イスのキズや汚れを拭きながら，色々な人が使って生活され

ていたのだな，と思いをはせました。 

○ きれいになるって，いいですね！終わった後清々しい気持ちに

なりました。（参加者のみなさんの感想） 

地域のふれあいサロンや介護保険事業所などで普及ボランティアをめざしませんか？ 

コミュニケーション麻雀説明会 

コミュニケーション麻雀は，通常よりも大きな牌を使い，み

んなでワイワイガヤガヤ楽しくコミュニケーションを深める

とともに，脳の活性化にも役立つゲームです。ふれあい・いき

いきサロンなど集うきっかけづくり，地域のつながりづくり，

介護保険事業所などでのレクレーションの活性化等に役立つ

道具として注目されています。 

このコミュニケーション麻雀を地域で行われている「ふれあ

い・いきいきサロン」や「高齢者の介護施設」などで指導・普

及してみたいと思われる方を対象に説明会を行います。ぜひ，

ご参加ください。 



           介護付有料老人ホーム 

               里の家あけぼの 

福山市曙町 

●活動日時 3月中の日曜日 14：00～14：50 

●活動場所 介護付老人ホーム里の家あけぼの 

（曙町 4 丁目 8-10） 

●活動内容  踊り、演奏、紙芝居など高齢の方が楽

しめるもの 

離乳食講習会 

福山市保健所健康推進課 

 

活動場所 活動日 

   北部市民センター 
3月 5日（水） 

13:30～15:15 

東部市民センター 
3月 14日（金） 

13:30～15:15 

すこやかセンター 

３階 調理実習室 

3月 19日（水） 

10:00～11:45 

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 

 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 3月 7日(金)･3月 14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 3月 4日(火)･3月 18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している間 

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 

            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(2/22･3/1･8･15･22･29)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ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふぁみりえ山陽くさど 

             福山市草戸町 

●活動日時 月曜日～土曜日 

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) 

●活動内容 利用者の方と会話や散歩等 

      

施設内ボランティア 

募集 NO.１９９ 

施設内ボランティア 

募集 NO.１９４ 

  

 

●東陽台にお住いの７０代男性の話し相手にな

って下さる方募集   

●日時は 13:00～16:00 位の間の 30 分から 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 

でご連絡ください！ 

傾聴ボランティア 

募集 NO.１９５ 

託児ボランティア 

募集NO.１９６ 

託児ボランティア 

募集 NO.１９７ 

ふくやま国際交流協会       

福山市 

●活動日時 3/5･12･19･26 

      13：00～14：30 

●活動場所 市役所 3Ｆ会議室（東桜町 3-5） 

●活動内容 日本語会話サロンに参加している間

の託児 

●募集人数 ３名 

●駐車場  市営東桜町駐車場を利用ください 

託児ボランティア 

募集 NO.１９８ 

子どもたちの居場所づくり 

募集 NO.２００ 



あぶと健生苑デイサービス 

福山市沼隈町 

 

●活動日時 3月 16日（日） 

      10：30～11：30もしくは 

13：30～15：00のいずれか 

●活動場所 あぶと健生苑デイサービス 

      （沼隈町能登原 1436-1） 

●活動内容 大正琴、銭太鼓等 

          ケアビレッジバラの家 

               福山市多治米町 

 

●活動日時 月曜日～土曜日          

      14：00～15：00 

●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 利用者さんに習字の指導 

         

            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 

       （いずれも昼食有り） 

●活動場所 あいあい広場 

      （神辺町徳田 1848） 

●活動内容 障がい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の活動 

絆チャリティーライブ 

                実行委員会

●活動日時  3月 8日(土)13時～22時 

       3月 9日(日)12時～23時 

       内いずれも 4時間程度 

●活動場所  市内 13ヶ所の内１ヶ所 

       (後日連絡させていただきます) 

●活動内容  チャリティーライブ会場受付等 

 

 

 

●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 3月 6日（木） 10:00～11:30      封筒の型取り、糊付けやスタンプ押し 

バンク情報誌発送作業 3月 20日（木） 10：00～ 

11:30 

宛名シール貼りや情報誌を折る作業、情報誌の 

封入作業 ＊早く終わった場合、再生封筒作り 

福祉だより発送作業 3月 25日（火） 10:00～12:00 福祉だより封入作業 
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施設内ボランティア 

募集NO.２０１ 

習字を教えてくれるボランティア 

 

募集NO.２０２ 

           小規模多機能ホーム 

                 愛の郷曙 

               福山市曙町 

●活動日  月曜日～土曜日 

      14:00～15:00 

●活動場所 小規模多機能ホーム愛の郷曙 

      （曙町 5-5-4） 

●活動内容 歌、踊り、太鼓等 

募集 NO.２０３ 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

募集NO.２０４ 

 

ジョイナス福山引野 

福山市引野町 

 

●活動日時 週 1回（日程は相談ください） 

15:00～19:00の間の 2時間程度 

●活動場所 ジョイナス福山引野 

      （引野町 2－28－10） 

●活動内容 小学生(1～5年生)と(一緒に)ゲー 

ムや工作をする 

 

 

子育て支援ボランティア 

募集NO.２０５ 

チャリティーライブお手伝いボランティア 

募集NO.２０６ 

施設内ボランティア 

ボランティアセンターでの活動 

募集NO.２０７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度(平成 2６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 2014 年度ボランティ

ア活動保険の加入受付けを行っています。詳しくは福祉のまちづくり課職員にお尋ねください。 

 

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。 

 

●補償期間 ２０１４年４月１日午前０時～２０１５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  

 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 

日本赤十字社広島県支部福山市地区からのお知らせ 
 

「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。 

 

「シリア人道危機救援金」 

１．受付期間  2012年(平成 24年)10月 3日(水)～2014年(平成 26年)3月 31日(月) 

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：日本赤十社 

その他：通信欄に「シニア救援」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  ２０１４年(平成２６年)３月３１日（月）まで 

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 

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）９２８－１３３４ 

 

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  検索 

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。               クリック！ 

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.２２４」は、２０１４年３月２０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、 

３月１４日（金）までにご連絡ください。 

http://f-shyakyo.blog.ocn.ne.jp/

