
 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉活動・ボランティアに役立つ 

レクリエーション器材展示&体験会を開催！ 

 

 

 

 

 

         

 

 

託児ボランティアの養成講座を開催します！（別紙チラシをご覧ください。） 

 

 
 

 

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：2015.5.21 
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ボランティア活動やふれあい・いきいきサロンなど地域福祉活動等に役立つレクリエーション器材の展

示&体験会を開催しました。多機能カラオケやシャッフルゴルフ，ボウリングなど約３０点を展示，多

くのボランティアのみなさんに来場いただきました。ボランティアのみなさんには無料で貸し出します

ので，ぜひご活用ください。 

子育て中の方が福山市や社会福祉協議

会の講習会に参加される時に子どもさん

と一緒に参加できるよう保育・託児を支

援するボランティアの養成講座を開講し

ます。 

みなさんもこの講座を受講して託児ボ

ランティアの仲間に入りませんか？ 

仲間づくりをしながら楽しく学べる講

座です！ 

別紙チラシをご覧いただき，ぜひお申

し込みください。 



         

 

募集Ｎo. ２５                   離乳食講習会 

                          依頼団体（施設名）：福山市保健所健康推進課 

 

●活動日時，活動場所 

活動日時 活動場所 

6 月  5 日（金） 

13：30～15：15 

神辺中央 

コミュニティセンター 

6 月 10 日（水） 

13：30～15：15 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室 

6 月 12 日（金） 

13：30～15：15 

東部市民センター 

２階 創作室 

6 月 26 日（金） 

10：00～11：45 
千年公民館 

●活動内容    保護者が講習会を受けている間，乳児（３～７か月）の託児をしていただけるボラン

ティアを募集しています。     ●募集人数    各３～１０人 

 

 

 

募集Ｎo. ２６                               依頼団体（施設名）：「児童発達支援センター 

草笛学園」 

●活動日時  ５月２６日（火）・６月２日（火）・９日（火）・１６日（火）・２３日（火）・３０日（火） 

●活動内容  保護者に代わって，子どもたちの水浴訓練の補助をしていただける「ボランティア」を 

募集しています。 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール 

 

 

 

                

募集Ｎo. ２７                               依頼団体（施設名）：「児童発達支援事業所 

あしび園」 

●活動日時  月曜日～水曜日，金曜日 10:00～11:30 

●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（２か月～２歳児） 

の託児ボランティアを募集しています。 

●活動場所  児童発達支援事業所あしび園（多治米町４－１６－１） ●募集人数  ２人 

 

 

 

募集Ｎo. ２８      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    ６月 ５日（金），１９日（金）  

         9:30～12:30 

●活動場所    駅家コミュニティセンター分館（駅家町倉光５７９－１） 

●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） 

の託児ボランティアを募集しています。 ●募集人数     各日２～３人 

託児ボランティア 

 

プール及び託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 



 

 

 

募集Ｎo. ２９           依頼団体（施設名）：「子育て支援ボランティア エンジェル・スマイル」 

                                    福山市引野町 

●活動日時    毎月第４木曜日「にこにこルーム」  

         9:30～12:30 

●活動場所    緑丘公民館 

         （春日町５丁目１６－３） 

●活動内容    子育てサロン開催のボランティアを募集しています。（６か月～未就園児までの親子対

象のサロンです） 

 

 

 

募集Ｎo. ３０                       依頼団体（施設名）：福山市健康推進課 

                             

●活動日時    ①こあらキッズⅠ りんごグループ ６月１２日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ ６月１９日（金） 

③こあらキッズⅡ         ６月２６日（金）     

         9:30～12:30 

●活動場所    福山すこやかセンター 東館１階プレイルーム 

●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） 

の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    各日１～２人 

 

 

 

募集Ｎo. ３１ 

                           依頼団体（施設名）：「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 

●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をしていただ

けるボランティアを募集しています。 

 

 

 

募集Ｎo. ３２                         依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

 

●活動日時    毎週土曜日（5/23・30・6/6・13・20・27） 

         14:00～16:30 

16：00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丁目１１－２２）  

●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，休憩中にバドミントンやオセ

ロ等で一緒に遊んだり，子ども達と話していただけるボランティアを募集しています。 

※事前に活動内容等の説明をします！ 

一緒にスポーツや外出してくれるボランティア 

 

障がい福祉サービス事業

所 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 

子育てサロンを運営 

子どもの居場所づくり 

 

子どもたちの学習指導・交流の場提供 



 

 

募集Ｎo. ３３     依頼団体（施設名）：福山市東部保健福祉課 

                                                             

●活動日時    ６月 ２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歳児を含む） 

の託児ボランティアを募集しています。 

●募集人数    各日１～２人 

 

 

 

 

募集Ｎo. ３４                 依頼団体（施設名）：「デイサービスひより，いろは」 

                                     福山市加茂町，駅家町 

●活動日時    月曜日～日曜日 

●活動場所    デイサービスひより（加茂町下加茂４１５－１） 

         デイサービスいろは（駅家町坊寺 １４９－２） 

●活動内容    利用者の話し相手をしていただけるボランティアを募集しています。 

 

         ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

 

 

 

募集Ｎo. ３５                   依頼団体（施設名）：「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 

●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（８０歳～９０歳女性）の話し相手をしていただけるボランティアを募集して

います。 

●募集人数    ３～４人 

         ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

 

 

 

 

募集Ｎo. ３６                主催：「小規模多機能ホーム 愛の郷 芦田川」 

                                        福山市水呑町 

●活動日時    月曜日～金曜日 14:00～ 

●活動場所       小規模多機能ホーム 愛の郷 芦田川（水呑町４０１５－１） 

●活動内容    利用者（８０代男性）が散歩する際に同行していただけるボランティアを募集してい

ます。 

 

 

高齢者施設 施設内ボランティア 

 

高齢者施設 施設内ボランティア 

 

託児ボランティア 

うさぎサークルⅠ 

 

散歩の同行ボランティア 

 

高齢者施設 



 

 

 

募集Ｎo. ３７                 依頼団体（施設名）：「ムジカ音楽学園」 

                                      福山市加茂町 

●活動日時    木曜日 17：00～17：30 

●活動場所    児童発達支援事業・放課後等デイサービスムジカ学園（南本庄３－７－１） 

●活動内容    高校生と一緒にギターを弾いてくださるボランティアを募集しています。 

※昭和の曲が好みです 

●募集人数    １人 

募集Ｎo. ３８ 

 

●活動日時    月曜日～土曜日 10：00～12：00の間 

●活動場所    デイサービスセンター「ムジカ」（加茂町上加茂５５８－１） 

●活動内容    ６０～８０代くらいの方と一緒にギターを弾いてくださるボランティアを募集して 

います。 

●募集人数    １人 

 

※初心者の方なので，指導経験・技術は問いません。     

   交通費支給あり 

 

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「医療法人Ｋ・Ｆ会ハウスカ青葉」 

募集Ｎo. ３９                                 福山市青葉台 

 

●活動日時    火曜日の午後，日曜日の午前・午後（どちらの曜日でも両方でも良いです） 

●活動場所       医療法人Ｋ・Ｆ会ハウスカ青葉 

            （青葉台１－１０－２０）       

●活動内容      利用者（８０歳男性）と一緒に囲碁を楽しんでいただけるボランティアを募集していま

す。 

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「デイサービスセンターシルバーの家」 

募集Ｎo. ４０                                 福山市南本庄 

 

●活動日時    月曜日 13:30～16:00の間 

●活動場所       デイサービスセンターシルバーの家 

            （南本庄５－５－１２）          

●活動内容      利用者（８０歳男性）と一緒に囲碁を楽しんでいただけるボランティアを募集していま

す。 

 

施設内ボランティア 

 

児童発達支援 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 



 

 

 依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

募集Ｎo. ４１                                 福山市北吉津 

 

●活動日時    未定 ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

●活動場所       特定非営利活動法人地域の絆 地域福祉センター北吉津  

            （北吉津町３丁目２－４２）       

●活動内容      利用者（７０歳代男性）と一緒に将棋を楽しんでいただけるボランティアを募集してい

ます。 

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「地域福祉センター北吉津」 

募集Ｎo. ４２                                 福山市北吉津 

 

●活動日時    未定 ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

●活動場所       西桜町と東吉津町 

●活動内容       室内の掃除にご協力いただけるボランティアを募集しています。 

 

※初めて訪問する時は,福山市社会福祉協議会の職員がご一緒して顔合わせします。  

 

 

 

 

 依頼団体（施設名）：「一般社団法人 福山青年会議所」 

募集Ｎo. ４３                                  福山市西町 

 

●活動日時    ６月２１日（日）8:30～11:45 

●活動場所       中央公園（福山市霞町１－１０－１ ローズコム北側広場） 

●活動内容       中央公園に芝生の広場をよみがえらせるために，あらかじめ掘られている穴の中に芝生     

         のポット苗を植えていただけるボランティアを募集しています。 

●持参物     軍手，手堀りスコップ，タオル，水筒（雨天時はカッパ）    

 

 

 

 

 

 募集Ｎo．４４ 

 

マンドリン・ギターアンサンブル ザ・ひまわりさんが演奏を提供できる施設を募集しています。 

●活動日時    水曜日・木曜日（以外でも相談可） 13:00～15:00の間     

●活動場所    福山市内ならどこでも 

●活動内容    マンドリン，ギターで伴奏し一緒に歌ったり，聞いていただく  

          

施設で活動しています 

 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

清掃ボランティア 

 

高齢者施設 

芝生を植えるボランティア 

 



  

 

募集Ｎo. ４５              依頼団体（施設名）：「あいめいとデイサービス

熊野の家」 

                                      福山市熊野町 

●活動日時    土曜日 

10:30～13:00のうちの１時間 

●活動場所    あいめいとデイサービス熊野の家（熊野町乙１１７５－２） 

●活動内容    利用者と一緒に三味線を弾いていただけるボランティアを募集しています。 

●募集人数    １人 

 

 

   依頼団体（施設名）：「生協ひろしま 寄ってこ～家」 

募集Ｎo. ４６                             福山市引野町・山手町 

 

●活動日時    月曜日～金曜日（月１回～２回程度） 

●活動場所       寄ってこ～家（引野），寄ってこ～家（山手） 

            （引野町 5丁目 7-13），（山手町 2丁目７－１６）  

●活動内容       来所者の話し相手，手芸，折り紙を教えていただけるボランティアを募集しています。 

     ※活動の日程などは，協力していただける方と相談しながら決めていきます。 

 

 

 

 

 募集Ｎo. ４７                   依頼団体（施設名）：福山市社会福祉協議会 

 

活動 活動日 活動時間 内容 

再生封筒作り ６月 ４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 ６月１８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 

●活動場所 福山すこやかセンター２階地域ケア研修室（三吉町南２丁目１１－２２） 

※協力いただける方は，当日直接，活動場所へお越しください。 

 

   

                                         

募集Ｎo.４８                  「社会福祉法人芙蓉の家 総合生活支援センターさぽーと」 

                                       福山市松永町 

●活動日時    ７月１１日（土） 

         15:00～20:30（雨天決行）   ※集合時間は 15:00 です。 

●活動場所    社会福祉法人 芙蓉の家 

        （松永町６丁目１３―３） 

●活動内容    模擬店・ゲーム・荷物運搬・会場整備等の運営ボランティアを募集しています。 

●募集人数    １２人 

施設内ボランティア 

 

高齢者施設 

施設内ボランティア 

 

情報誌発送作業 

 

フェスタ運営ボランティア 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年度(平成２７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 2015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 ４３０円 

基本タイプ B ４５０円 天災タイプ B ６５０円 

  

●補償期間 ２０１５年４月１日 午前０時～２０１６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ひまわりテープライブラリーをご活用ください！ 

 
福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターでは，朗読録音グループ「ひまわり」「た

んぽぽ」「なのはな」のご協力をいただき，視覚障がい者の方向けのテープを作成していま

す。 

 テープのダビング，CDの編集をして貸出します。書名の一覧パンフレットもありますので，

ご希望の方は福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターまでご連絡ください。 

 

 

 

 

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  ２０１６年(平成２８年)３月３１日（木）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 

加入者名   日本赤十字社 東日本大震災義援金 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

次号の「TUNAGU（つなぐ）NO.２39」は，２０１5年 6月 18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， 

  6月 12日（金）までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 


