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今年もサマースクールを開催しました
社会福祉協議会では 14 年前から，発達に課題のある小学生を対象にサマー・スクールを開催してい
ます。中・高校生のボランティアと過ごす中で「楽しい夏休みの思い出を作ってもらいたい」
，また，保
護者の方には「ホッと一息ついていただきたい」という願いをこめて実施しています。
今年も 140 人の小学生が 300 人のボランティアと一緒にカレー作りやプー
ル遊びを楽しみました。朝，保護者の方と離れるのに時間がかかった子どもも，
帰る頃には一緒に過ごしたお兄さんやお姉さんと離れたくなくなっていました。
家庭でも学校でもない場所で家族でも先生でもない人と過ごすことは，小学生に
とってもボランティアにとっても貴重な経験になったと思います。

追加報告
再び

ご協力ありがとうございました！

６月２２日の大雨被害を受けた世帯でのボランティア活動は，7 月１日
～8 月 4 日の間で計 11 回行いました。夏休みに入り，中学生・高校生ボ
ランティア，そして，近隣市町の方も参加して下さり，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，本当にありがとうございました。
対応状況の詳細は，社会福祉協議会のホームページ
（http://www.f-shakyo.net/）に掲載しています。

ボランティア募集ＮＯ．４８

着ぐるみの中に入って，交通安全の啓発を手伝ってもらえませんか？

市民の交通安全意識の高揚と交通事故防止を推進するため，子どもを中心に家族で楽しめるイベント
「交通安全ファミリーランド２０１６」で，福山ばらのまちイメージキャラクターの着ぐるみを着用し，
子どもを中心とした来場者に交通安全啓発を呼びかけるお手伝いをしてくださる方を募集します。
（依頼団体 ファミリーランド推進協議会）
■活動日時 ９月２４日（土） １０：００～１５：００
（集合時間 ９：４５）
■場
所 福山メモリアルパーク（福山市東深津町 3-15-1）
■内
容 交通安全・防犯クイズの進行等の補助
■募集人数 ３人
■そ の 他 身長１６５ｃｍ以内の女性（「ローラ」のキャラクターイメージのため）
昼食を用意します。動きやすい服装を準備してください

ボランティア募集ＮＯ．４９

検診に来られた方のお子さんと遊んであげてください

レディース検診に来られた方のお子さんの託児ボランティアを募集します。
（依頼団体 福山市成人検診課）
■活動日時 ９月９日（金）
１３：００～１５：３０ （申込締切 ９／１）
９月２６日（月） １３：００～１５：３０ （申込締切 ９／２１）
■場
所 福山市医師会健康支援センター（福山市三吉町南二丁目 11-25）
■募集人数 ４～５人

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

♪♪

一芸ボランティア登録団体紹介

♪♪

サロンなどの地域活動の場や施設を訪問し，特技を披露してくださるボランティア団体があります。
チーム よさボラ

よさこい踊りを通しての交流
大正琴・カラオケ・ハーモニカ・南京玉すだれ 等（１０～１３名）

ほほえみ一座

（日・祝祭日除く）
と わ

ボランティアの会 永遠に

楽器（琴，オカリナ 他）
・歌・銭太鼓・マジック・ダンス

ハッピーボイス

男性コーラスグループ

（土日・祝祭日のみ可能）

依頼希望があれば，福山市社会福祉協議会 ボランティアセンター（電話０８４－９２８－１３４６）へ
ご連絡ください。

ボランティア募集ＮＯ．５０

日本語サロンに来られる方の子どもさんと遊んであげてください

月に２回開催される日本語会話サロンに参加される外国籍の方の子どもさん（２歳半と３～４歳の子
どもが流動的に参加）の託児ボランティアを募集しています。２０１７年４月までの予定で，定期的に
参加していただける方を希望します。
一緒に過ごしていただく子どもさんは日本語は話せませんが，日本語で話しかけたことは理解できま
す。
（依頼団体 福山市市民相談課）
■活動日時
■場
所
■募集人数
■その他 1

毎月第２・第４水曜日 １３：００～１５：００
エフピコＲｉｍ 地下２階 研修室 （福山市西町 1-1-1）
１～２人
エフピコＲｉｍ第３駐車場へ駐車してください。
イコールふくやまの事務所で３時間分の無料手続きをします
■その他２ 会場にはおもちゃなどの準備がありません。
お貸しいただけるものがあればご持参ください。

ボランティア募集ＮＯ．51

1 歳児のお世話をしてもらえませんか

幼児歯科教室に参加される方のお子さん（１歳児）のお世話をしていただけるボランティアを募集し
ます。 （依頼団体 福山市保健部健康推進課）
■活動日時 ９月２７日（火） ９：４５～１１：３０
■場
所 福山すこやかセンター 東館 １階 プレイルーム
（福山市三吉町南２－１１－２２）
■募集人数 ２人
■そ の 他 できれば子育て経験のある方を望みます

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 084-928-13４
６ または、メール f-shakyo@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。

ボランティア入門講座を開催しました
ボランティアに興味があるんだけど．．
．始めてみたいけど．．．または，ボランティア活動はしている
けど，もう一度ボランティアについて勉強してみたいという方を対象に，全４回のボランティア入門講
座を行いました。
ボランティア相談員（ボランティアアドバイザー）の体験発表を聞き，地域で行われているサロンを
訪問し，最終日にはボランティア相談員とのグループワークを行い，参加した皆さんにとってもボラン
ティア相談員にとっても有意義な時間だったと思います。
講座に参加して下さった方の活躍を期待しています。

すこやかセンター2 階のボラ
ンティア活動センターでは，ボ
ランティア相談員に相談したり
ボランティア相談員から体験を
聞くことができます。
（常駐では
ありませんので，不在の時間も
あります。）
一度，のぞいてみてください。

また、ボランティア活動センターに
は、いろいろな団体の会報や福祉に関
する書籍があります。
ボランティアとして登録している方
だけでなく、ボランティアに興味のあ
る方ならどなたでもご利用いただけま
す。
お気軽にご利用ください

９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
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。3 回目の今回は，簡単木工教
室のミニテーブル作りです。
■日 時 9 月７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
（福山市三吉町南２－１１－２２）
■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．５２

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）
継続募集
■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 （福山市野上町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．５３

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）
継続募集
■活動日時
■場
所
■内
容
■募集人数

火・水・金以外で月１回 ボランティアの都合のいい日時
アモーレかざぐるま（福山市御幸町上岩成９０７－１）
８０代女性と一緒に俳句を作り，添削をする
１人

ボランティア募集ＮＯ．５４

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
■場
所
■内
容
■そ の 他

ボランティアの都合に合わせます
えんじゅ王子（福山市王子町２－７－１６） 他
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
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．５５

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
■場
所
■募集人数
■持 参 物
■そ の 他

毎週火曜日 １４：００～１５：００
福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15）
２人
水着・水泳帽子・バスタオル
継続して定期的ご参加いただける方を希望します

子ども好きの方，ご協力ください！！（定期開催 託児ボランティア）
日
場

活動名

時
所

募集
人数

内

容

８月３０日（火）１３：３０～１５：１５
西部市民センター

離乳食講習会

９月６日（火）１３：３０～１５：１５
東部市民センター
９月１２日（月）１３：３０～１５：１５
北部市民センター

３～
１０人

保護者が受講している間，
乳児（４～８か月）の託児

９月１４日（水）１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター ３階栄養指導室
うさぎサークル

９月９日（金）
・９月１２日（月）
９：３０～１２：３０
東部市民センター

ぱんだサークル

９月２日（金）
・９月１６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

１～
３人

８月２６日（金）
・９月９日（金）
・
９月１６日（金）
・９月２３日（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

子どもと保護者が活動して
いる間，一緒に来ている弟
妹（０歳）の託児

再生封筒づくり・ボランティア情報誌の発送作業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。

（お知らせ）１０月の再生封筒づくりはありません

活

動

再生封筒づくり

活動日
９月１日（木）

活動時間

内

容

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

９月１５日（木）

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．２５４」
（９月１５日発行予定）へ 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，９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，９月１３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

