
 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアグループ・団体を紹介します 

「あゆみ会」         

「ガイドヘルパーあゆみ会」は，視覚障がい者・車椅子利用者・高齢の方々のガイド（外出介助等）を３４

年間続けています。 

ガイド活動時には，当事者の方から多くのことを学びます。学んだことを，幼稚園・小・中・高校，公民館

などで伝える啓蒙活動を社会福祉協議会の指導で行っています。 

当事者の方々はどんな不便さがあるのか？それに対して私たちは何ができるのか？ 

そして，みんながお互いに認め合い，共感することの出来る心を育てたいと願っています。 

 依頼があってからの活動です。日時は不明ですが，月約５回くらいの活動があります。 

社会福祉協議会に申し込んで，ともに活動をしませんか？ 

 

あゆみ会さんのおもな活動・・・すこやかセンターの施設見学を行う小・中 

学生へ車椅子・アイマスクを使っての福祉体験学習の指導をおこなっていた 

だいています。 

希望される学校へは，講師の派遣もしていただいています。 

 

 

 

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） 
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福山市ボランティア連絡協議会に加入している（ボランティアセンターに登録している）グループ・団体

を紹介するコーナーを設けました。「入会してみたいな」「協力したいな」「詳しく知りたいな」というグ

ループ・団体がありましたら，福祉のまちづくり課へお問い合わせください。 

第３９回ふれあい福祉まつり  
１０月１７日（土）・１８日（日）の２日間，緑町公園・ローズアリーナにて，第３９回ふれあい福祉ま

つりを開催しました。２日間で，８６，０００人の方が訪れました。 

 

 

 

 

ボランティア展示コーナーでは２５のグループがパネ

ルで活動を紹介！併せて，レクリエーション機材を展示し

ボランティアアドバイザーが相談活動を行って，“ボラン

ティアの輪”を広げました。 

社協が地域ですすめている“喫茶店風サロ

ン”の体験コーナーを初めて開催しました。

実際にサロンを運営している住民ボランテ

ィアが開設の相談に応じました。「あら，私

にもできそう！」そんな声がたくさん聞かれ

ました。 



 

      

 

募集Ｎo.１２６                   離乳食講習会 

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

 

●活動日時，活動場所 

活動日時 活動場所 

11 月 13 日（金） 

13：30～15：15 

東部市民センター 

２階 創作室 

11 月 16 日（月） 

13：30～15：15 

駅家公民館 

２階 実習室 

1１月 18 日（水） 

13：30～15：15 

福山すこやかセンター 

３階 調理実習室 

11 月 30 日（月） 

13：30～15：15 
西部市民センター 

●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    各日３～１０人 

 

 

 

募集Ｎo.１２７                              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  １０月２７日（火）・１１月１０日（火）・１７日（火）・２４日（火） 13:45～15:20 

●活動場所  福山ＹＭＣＡプール（西町２－８－１５） 

●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。 

 

 

募集Ｎo.１２８      依頼団体（施設名）：福山市北部保健福祉課 

                            

●活動日時    １１月６日（金），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 

 

 

 

募集Ｎo.１２９           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５－１６－３） 

●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） 

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 

ぱんだサークルⅠ・Ⅱ 

 

託児ボランティア 

 

子育てサロンを運営 



 

 

募集Ｎo.１３０                       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 １１月１３日（金） 

②こあらキッズⅠ みかんグループ １１月２０日（金） 

③こあらキッズⅡ         １１月２７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.１３１                       依頼団体（施設名）：「ななめの会」 

●活動日時    11月７日（土）・14日（土）・21日（土）・28日（土） 

         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２－１１－２２）  

●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！ 

 

 

 

募集Ｎo.１３２                     依頼団体（施設名）：福山市成人検診課 

                                                            

●活動日時    ①レディース検診   １１月２４日（火）・１２月７日（月）                                  

                     13：30～15：30 

                  ②イブニング検診   １２月８日（火） 

                     17：00～19：30 

●活動場所    福山市医師会健康支援センター（三吉町南２－１１－２２） 

●活動内容    保護者が検診を受けている間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 

    

 

 

募集Ｎo.１３３                     依頼団体（施設名）：福山市保健所総務課 

                                                        

●活動日時    １１月２９日（日） 

10：00～13：00 

●活動場所    エフピコＲｉｍ ７階セミナールームＢ 

●活動内容    第６回市民講座に参加している間の託児（０歳～６歳児）ボランティアを募集してい 

         ます。  ※駐車場代は，負担します。 

●募集人数    １０人 

 

託児ボランティア 

 

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 

託児ボランティア 

 

託児ボランティア 

 



 

 

募集Ｎo.１３４                   依頼団体（施設名）：「グループホームわが家」 

                                        福山市引野町北 

●活動日時    週２～３回（１回につき１時間程度） 

●活動場所    グループホームわが家（福山市引野町北１－１０－８） 

●活動内容    利用者（８２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。 

         ※交通費支給あり 

 ※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.１３５                  依頼団体（施設名）：「居宅介護支援事業所まどか」                        

福山市南蔵王町 

●活動日時  週１回（１回につき１時間程度） 

●活動場所  福山市南蔵王町 

●活動内容  ７５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。（できれば女性） 

●募集人数  １人   ※交通費支給あり 

※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。 

 

 

  

依頼団体（施設名）：「医療法人しまたに居宅介護支援事業所」 

募集Ｎo.１３６                                  福山市新涯町 

 

●活動日時  月・水・金 16:00～16:30 

●活動場所   しまたに居宅介護支援事業所（福山市新涯町２－５－８） 

●活動内容   ８２歳女性と一緒に近所をお散歩していただけるボランティアを募集しています。 

       （認知症に理解のある方）ボランティア活動保険に加入していただきます。 

※交通費支給あり 

※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。 

 

   

  依頼団体（施設名）：「社会福祉法人 一れつ会」 

募集Ｎo.１３７                                 福山市加茂町 

 

●活動日時   １１月 ８日(日) 9：00～17：00 

●活動場所    福山市北部市民センター 

●活動内容    第 30回「せんだんの家コンサート」での模擬店・バザー販売・利用者の引率，支援など 

       （内容については，こちらで調整を行い，決定します。） 

●持 参 物   模擬店担当においてはエプロン・三角巾・軍手・タオルの準備をお願いします。                    

        ※昼食あり 

 

 

高齢者施設 施設内ボランティア 

 

傾聴ボランティア 

 

散歩の同行ボランティア 

 

コンサートのお手伝いボランティア 

 



   

  依頼団体（施設名）：「特定非営利活動法人 なの花会」 

募集Ｎo.１３８                                 福山市水呑町 

 

●活動日時   １１月２０日(金) 13：00～15：00 

●活動場所    水呑南新田キリン公園 

●活動内容    テント設営（「第１８回なの花バザール」の前日の祭り準備） 

●募集人数   ４人以上 

        ※ボランティア保険に加入します。 

                    

   

  依頼団体（施設名）：「特定非営利活動法人 なの花会」 

募集Ｎo.１３９                                 福山市水呑町 

 

●活動日時   １１月２１日(土) 8：30～15：00  雨天決行 

●活動場所    水呑南新田キリン公園 

●活動内容    ゲームコーナー・飲食ブース等のお手伝い 

●募集人数   ５人以上 

        ※昼食券をお渡しします。 

※ボランティア保険に加入します。 

                    

  

 

 募集Ｎo.１４０                  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 １１月 ５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 １１月１９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２－１１－２２） 

※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.１４１ 

 

福山市内に住むボランティアさん（男性）が，マッサージを提供できる高齢者施設を探しています。 

 

●活動日時    土曜日・日曜日・祝日 13:00～15:00 

●活動場所    福山市内どこでも 

 

 

情報誌発送作業 

 

まつりの準備お手伝いボランティア 

 

まつりのお手伝いボランティア 

 

マッサージ提供します 

 

障害福祉サービス事業 

障害福祉サービス事業 



 

 

 募集Ｎo.１４２ 

  

「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，ギターで演奏し一緒に歌います。   

       

 

 

 募集Ｎo.１４３ 

 

「ふくやまアートフレンド」さんが，一緒にパステルアートを楽しめる施設を募集しています。 

●活動日時    月曜日～日曜日 いつでも 

●活動場所    福山市内ならどこでも 

●活動内容    パステルアートを一緒に作製します。 

 

  ※パステルアートとは・・・？ 

   認知症の予防と改善に効果的とされるアートセラピー（芸術療法）の一種です。  

初めての方でも，簡単に指１本で素敵な作品が作れます。 

ボランティアメンバーには，理学療法士・介護福祉士もおります。 

 

 

 

募集Ｎo.１４４ 

  

 福山市内の男性が，「レクリエーションで，笑いをお届けする」施設を募集しています。 

●活動日時    曜日・時間 いつでもＯＫ 

●活動場所    福山市内なるべく中心部 

●活動内容    話し，歌，踊りなどなんでも相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                                  特別養護老人ホーム「静方園」 

                                         福山市神辺町 

 

福山市神辺町にある特別養護老人ホーム静方園では，清拭用の使い捨ての布を必要としています。 

ご家庭で不要になった綿製品（タオル・シーツ・Ｔシャツ等）を洗濯後にご提供ください。 

※ご協力いただける方は，福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課へ持ってきてください。 

 

 

施設で活動しています 

 

使い捨ての布を募集しています！ 

施設で活動しています 

 

 

施設で活動しています 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

不要になった毛糸を募集します！ 

 

  ボランティア活動の相談にのるアドバイザーさんが，ボランティア活動の啓発に役立てるため，ペッ

トボトルカバーや，スヌード，アームカバー等を作製されています。 

不要になった毛糸を募集します。 

   

福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課までご持参ください。 

 

 
 

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製していま

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。 

 
   

 

 

 

 

 

 

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.２４４」は，２０１5年 1１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， 

  1１月 1３日（金）までにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


