
 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 

６月２２日に福山市で起こった大雨災害の直後から，「大雨被害を受けた場所でボランティアが必要では

ないですか？」と多くの方からお問い合わせの電話を頂きました。みなさんのお気持ち，とてもうれしく，

そして頼もしく思いました。 

福山市社会福祉協議会は，市の担当課・被災地域の自治会と連絡をとり協力しなが

ら被災の状況把握に努め，また，大雨の被害を受けた住民の方か

らボランティア依頼の聞き取りを行い，7 月１・2・3・１２・

13・17 日の 6 日間，ボランティアを募って泥だし・片づけ・

清掃等の活動をしていただきました。 

参加してくださったみなさま，ありがとうございました。 

 

 

福山市ボランティア連絡協議会 加入グループの紹介 

マンドリン・ギターアンサンブル ザ・ひまわり 

 

市内の施設を訪問して演奏をする「マンドリン・

ギターアンサンブル ザ・ひまわり」。 

依頼者が用意するのは椅子だけです。 

先日，「ザ・ひまわり」に依頼された施設職員の

方にお話を伺いました。 

「マンドリンは見るのも聴くのも初めてで，とて

も新鮮だった」「聴くだけでなく，一緒に歌える曲

も演奏してくれて，すごく盛り上がった」と喜んで

おられました。 

活動をされるのは，水・木曜日の午後ですが、外

の曜日・時間を希望する場合は相談してください，

とのことです。 

＜ただ今、部員募集中！＞ 

一緒に演奏しませんか？ 

マンドリン 

マンドラ 

マンドセロ 

ギター 

経験のある方はもちろん、初めての方には指導も

します。 

週２回、主に深津コミュニティセンターで活動し

ています。 

ぜひ、見学に来てください！ 

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 ０８４－９２８－１３４６ FAX ０８４－９２８－１３３１ 

●ホームページ http://www.f-shakyo.net/ 
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ボランティア募集 NO.３９  駐車場係をお願いします！ 

障がい児の学童保育を行う放課後等デイサービスの福山地区連絡協議会が，療育が必要な子どもの総合的

な支援体制を構築するために関係者で合同の療育及び研修を行う際に，駐車場整理をしていただけるボラン

ティアを募集しています。依頼団体の方が指示を出されますので，どなたでもできる活動です。 

（依頼団体：福山地区放課後等デイサービス連絡協議会） 

■活動日時・場所 

    ８月２日（火）１３：００～１５：００ 三吉コミュニティセンター（福山市三吉町２－８－５） 

    ８月３日（水）１７：００～１９：００ 福山すこやかセンター（福山市三吉町南２－１１－２２） 

■内  容 駐車場の整理 

■募集人数 各日２人 

■そ の 他  ※各日とも，活動の前に簡単な打ち合わせがあります 

ＴＵＮＡＧＵに掲載の活動に参加希望の方は，福山市社会福祉協議会 ボランティアセンターへ 

ご連絡ください。      電話０８４－９２８－１３４６ fax０８４－９２８－１３３１ 

ボランティア募集 NO.３８  一緒に俳句を楽しんでくださる方はいませんか？ 

グループホーム かざぐるまが，施設入居で８０歳代の女性と一緒に俳句を作ったりご本人の俳句を添削し

たりしていただけるボランティアを募集しています。俳句がお好きな方，ご協力をお願いします。 

（依頼団体：グループホームかざぐるま） 

■活動日時 火・水・金以外で月１回 ボランティアの都合のいい日時 

■場  所 アモーレかざぐるま（福山市御幸町上岩成９０７－１） 

■内  容 ８０代女性と一緒に俳句を作り，添削をする 

■募集人数 １人 

ボランティア募集 NO.３７  予防カフェのお手伝いをしてもらえませんか？ 

地域包括支援センター野上では，（認知症）予防カフェに来られる方の話し相手，コーヒーやお茶の配膳な

どに協力してくれるボランティアを募集しています。活動は，センター職員と一緒に行いますので，気軽に参

加していただけます。 （依頼団体：地域包括支援センター野上） 

■活動日時 わくわくカフェ 毎週土曜日    ９：００～１２：００ 

      のがみカフェ  毎月第３水曜日 １４：００～１６：００ 

■場  所 山陽介護センター１階 （野上町１－２－１７） 

■内  容 来られる方の話し相手，カフェの手伝い 

■募集人数 各３人 

■そ の 他  開催場所に近い霞学区内の方、歓迎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア募集 NO.４１  引っ越しの手伝いをしてもらえませんか？ 

ＮＰＯ法人地域の絆 地域福祉センター仁伍が，利用者で全盲の独居の方の引っ越し作業のお手伝いをして

くださる方を募集しています。現在の北吉津町１階のお住まいから引っ越し先の西桜町２階のお住まいに荷物

を運んだり，片づけをしたりするお手伝いです。大きな荷物の移動はありません。作業には，職員が立ち会い，

また，数日に分けて実施するので日時はそれぞれのボランティアの都合に合わせます。 

（依頼団体：地域の絆 地域福祉センター仁伍） 

■活動日時 ボラティアの都合に合わせます 

■場  所 北吉津町，西桜町 

■内  容 引っ越しの手伝い 

■募集人数 ２～３人 

ボランティア募集 NO.４０  利用者と一緒に海水浴に行ってくださる方を募集します！ 

障がい者施設を運営する就労継続支援(B 型)さんさん作業所が，施設の利用者（２２～５０才 約２０名）

と一緒にクレセントビーチに行ってくださるボランティアを募集しています。職員４人が同行し，基本的には

浅瀬で遊ぶ予定ですが，利用者と一緒に海に入っていただく場合もあります。 

（依頼団体：さんさん作業所） 

■活動日時 ８月６日（土） １０時～１４時３０分（集合時間：９時３０分） 

■活動場所 クレセントビーチ （集合場所：さんさん作業所 明神町２丁目１６－１７） 

■内  容 施設の利用者と一緒に海水浴場で遊ぶ 

■募集人数 男性２人 

■そ の 他  ＜行程＞ 

９：３０ 集合 さんさん作業所 

１０：００ 出発 

１２：００ 昼食 

１３：３０ 出発 クレセントビーチ 

１４：３０ 到着・解散 さんさん作業所 

＜持参物＞ 

・水着  ・着替え  ・タオル  ・各自必要なもの 

・昼食  ・飲み物  ※現地販売等で飲食物購入可 

ボランティア情報誌「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）」は、 

福山市社会福祉協議会のサイトhttp://www.f-shakyo.net/でもご覧になれます。 

情報誌の発送が不要な方は、福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター（TEL 084-928-13４６ 

または、メール f-shakyo@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。 



 

 

 

 
 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．４４  地域の居場所であなたの特技を生かしてみませんか？ 

生協ひろしまが，気軽に集まり「孤立する人を無くす」ことを目的に，地域の居場所「寄ってこ～家」

を開設しています。この「寄ってこ～家」で来られる方の話し相手になったり，自身の特技を生かして

来所者と交流したりしてくれる運営ボランティアを募集しています。           継続募集 

■活動日時 月～金曜日（月１回～月２回程度） 

■場  所 寄ってこ～家 引野（引野町５－７－１３ JR 東福山駅南口から徒歩５分） 

      寄ってこ～家 山手（山手町２－７－１６ デイサービスセンターはいから坂内） 

■内  容 来所者の話し相手，手芸，折り紙などあなたの特技を生かしてください。 

■そ の 他 活動の日程・具体的な内容などは協力いただける方と相談して決めていきます。 

ボランティア募集ＮＯ．４３  施設の利用者の散歩＆話し相手ボランティア募集！ 

高齢者の介護施設「えんじゅ王子」が，利用者の話し相手や散歩の同行に協力いただけ

るボランティアを募集しています。施設の職員がアドバイスしてくれるので，どなたでも

安心して活動することができます。                    継続募集 

■活動頻度 ボランティアの都合に合わせます 

■場  所 えんじゅ王子（王子町２丁目７－１６） 他 

■内  容 施設内での話し相手，近くの公園への散歩同行 他，利用者の見守り支援 

■そ の 他 活動の日程・具体的な内容などは協力いただける方と相談して決めていきます。 

８月の参加者募集中！ ボランティア・アドバイザーによる“楽々”小物づくり教室＋カフェ 

箸袋を作った参加者から、「お正月前だとうれしい」とのお声を頂いた“楽々”小物づくり教室＋カフ

ェですが、８月には、箸袋の他に和紙を使って色紙にコラージュする作品も予定しています。 

■日 時 ８月３日（水）１０：００～１１：３０ 

■場 所 福山すこやかセンタ－２階ボランティアセンター 

■定 員 １０人（申し込みが必要です） 

■参加費 無料 

ボランティア募集ＮＯ，４２  福山すこやかセンター 案内ボランティアを募集しています！ 

保健・医療・福祉の連携拠点である「福山すこやかセンター」では，小学生等の施設見学を受け入れ，

施設の特徴（バリアフリー）などを案内しています。 

見学依頼があった際，生徒等のみなさんに，すこやかセンターの施設案内をしてくださるボランティアを

募集します。（依頼団体：福山市社会福祉協議会）                    継続募集 

■活動日時 学校等から依頼があった時（２時間程度） 

■場  所 福山すこやかセンター 

■内  容 福山すこやかセンター １～３階までの案内 

■募集人数 数名 

■そ の 他 施設案内の内容は事前にお伝えし，練習もしていただきます。 

      実際の見学の様子を見に来ていただいても結構です。 



 

 

 

 

 

 

 

施設紹介 おもちゃ図書館 

 

おもちゃ図書館は，発達に遅れがあったり，心

身に障がいがあるためにうまく遊ぶことができ

なかったり，人との関わりが苦手な子どもたちが，

障がいのあるなしにかかわらずおもちゃで遊ぶ

ことによって，“いきいきと楽しい”時間を過ごし

て欲しいと願って設けられました。 

 お母さんも安心できる場・仲間作りの場・情報

交換の場など，多目的スペースです。 

 

 

 

場 所 福山すこやかセンター（２階）  

時 間 

《午前》 ９：００～１２：００ 

 （土曜日のみ１０：００～）  

《午後》１３：００～１６：００  

利 用 

○障害児と保護者のみで利用できる日  

 火・木曜日と土曜日の午前 

○どなたでも利用できる日  

 月・水・金曜日と土曜日の午後 

料 金 無料 

休 館 日曜日・祝日・第１月曜日 

その他 申込不要。必ず保護者同伴でお願いします。 

ボランティア募集ＮＯ．４５  あなたの好きな絵本，子供たちに読んであげてください！ 

発達に不安や遅れのあるお子さんに対して，療育支援をおこなっている引野町の「あさひ子ども園」

が，絵本の読み聞かせをしてくださる方を募集しています。読み聞かせる本は，ボランティアにお任せ

します。                                 継続募集 

■活動日時 土曜日９：３０～１５：３０の時間内で３０分程度 

■場  所 あさひ子ども園（引野町南１丁目６－３５） 

■内  容 小１～小６の発達障がい児へ絵本の読み聞かせ 

ボランティア募集ＮＯ．４７  発達に課題のある子どもさんと一緒にプールで遊んでください！ 

発達に課題のある子どもたち（就学前）が通う施設「草笛学園」では，週に 1 回子どもたちとプール

へ一緒に入ってくれるボランティアを募集しています。施設職員も一緒にプールに入り指示しますので，

安心して活動ができます。（泳げなくても大丈夫です。）                 継続募集 

■活動日時 ８月２３日（火）・３０日（火） １４：００～１５：００ 

■場  所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町） 

■募集人数 ２人 

■持 参 物 水着・水泳帽子・バスタオル 

ボランティア募集ＮＯ，４６  ボランティア衣類等修繕のボランティア募集 

心身障がい児向け医療・福祉サービスを提供する施設「福山若草園」が，施設利用者の衣類の修繕（ミ

シン縫い・手縫い どちらでも可）やボタン付け，ズボンのゴム通しなどのお手伝いをしてくださる方

を募集しています。裁縫のお好きな方・得意な方，お力を貸してください！        継続募集 

■活動日時 月１～２回程度（都合のよい日時で） 

■場  所 福山若草園（水呑町４３５７番地） 

■内  容 利用者の衣類の修繕 

 



子ども好きの方，ご協力ください！！（定期開催 8 月の託児ボランティア） 

活動名 
日   時 

場   所 

募集 

人数 
内   容 

離乳食講習会 

８月１７日（水）１３：３０～１５：１５ 

福山すこやかセンター ３～ 

１０人 

 

保護者が受講している間，

乳児（４～８か月）の託児 ８月３０日（火）１３：３０～１５：１５ 

西部市民センター 

うさぎサークル 

８月１２日（金）・８月８日（月） 

９：３０～１２：３０ 

東部市民センター 

１～ 

 ３人 

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）の託児 

ぱんだサークル 

８月５日（金）・８月１９日（金） 

９：３０～１２：３０ 

駅家コミュニティセンター分館 

こあらキッズ 

８月５日（金）・８月１９日（金）・８月２６（金） 

９：３０～１２：３０ 

福山すこやかセンター東館１階プレイルーム 

 

ボランティア情報誌・福祉だより「ほほえみ」の発送作業，再生封筒づくりをお手伝いください。 

社会福祉協議会では，ボランティア情報誌や福祉だより「ほほえみ」の発送作業，再生封筒づくりにご協力い

ただけるボランティアを募集しています。どなたでも気軽に参加できる活動です。 

活 動 活動日 活動時間 内 容 

福祉だより「ほほえみ」

封入作業 
７月２５日（月） 10：00 ～ 11：30 

封筒のサイズに合わせて福祉だよりを折る，宛名

シールを貼る，封入する等の簡単な作業 

活動場所 福山すこやかセンター２階地域ケア会議室（三吉町南２－１１－２２） 

再生封筒づくり ８月４日（木） 10：00 ～ 11：30 不要になった紙を利用して封筒を作る作業 

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） 

ボランティア情報誌 

発送作業 
８月１９日（金） 10：00 ～ 11：30 

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシを折る，

宛名シールを貼る，封入する等の簡単な作業 

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。 

 

 
次回の「ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）ＮＯ．２５３」（８月１９日発行予定）記事掲載依頼・ボランティア募

集依頼希望のグループ・団体は，８月５日（金）午前中までにご連絡ください。 

チラシ等の封入希望のグループ・団体は，８月１６日（火）午前中までにご持参ください。 
 

 

◆熊本地震災害義援金受付中◆ 

２０１６年４月１４日に発生した熊本県地震によって被害を受けられた被災者を支援するた

めの義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額被災された皆様にお届けいたし

ます。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

義援金の受付・お問合せは， 

福山市社会福祉協議会 福祉サービス課 電話：084－928－1334・FAX：084－928－1331 まで 


