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福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

９月７日（水）に行われた「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」で，ミニテーブルとイスを作りました。
今回は，福祉施設でボランティアをされている方，福祉施設の職員の方，ボ
ランティア・アドバイザーの方が参加されました。
参加されたみなさんは，施設訪問ボランティアや傾聴ボランティアなど，日
頃行っているボランティア活動の内容や工夫について情報交換をされました。
また，ミニテーブル作りからヒントを得て，「この材料を使
って箱が作れるよね」といった木工制作のアイデアや「この材
料を使ったら，ドミノやカルタ遊びができるよね」といったボランティア活動のアイデ
アも飛び出し，有意義な場となりました。
皆さんのお話の中で出てきた，
「ボランティア活動は、楽しくなければ続けられないよ
ね」という考え方，とても大切だと思いました。

１０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。
今回も引き続き，簡単木工教室です。

➡

みなさんも，小物を作りながらボランティアについておしゃべりして
みませんか。
■日 時 １０月５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．５６

ふれあい福祉まつりの運営を手伝ってもらえませんか？

社会福祉協議会では，
「第４０回ふれあい福祉まつり」の運営に協力をして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。
（依頼団体 福山市社会福祉協議会）
■活動日時 ①１０月１５日（土）１０：００〜１５：００
②１０月１６日（日）１０：００〜１５：００
（集合時間 9：３0
集合場所：ローズアリーナ入口 本部テント）
■場
所 緑町公園，ローズアリーナ
■募集人数 各日 30 人
■申込締切 １０月７日（金）
■内
容
ゴミ分別補助，会場内清掃，駐車場整理，チラシ配布など（希望の活動があれば，申し
込み時に教えてください。
）
■そ の 他
ボランティア行事用保険に加入（保険料は社協が負担）しますので，申込み時に名前・
ふりがな・住所・連絡先・性別・年齢を教えてください。
※食事はご用意します。飲み物は各自でご準備ください。

ボランティア募集ＮＯ．５７

「法人創立３０周年記念感謝祭」のお手伝いをお願いします！

障がいのある人たちの施設を経営する社会福祉法人「一れつ会」は，今年度法人創立３０周年を迎えら
れました。
そこで，今日まで支援して下さった方への感謝の気持ちを新たにするとともに，今後のつながりを大切
にするため，
「法人創立３０周年記念感謝祭」を企画しています。
ご来場くださったみなさんに喜んでもらえるお祭りにするため，また，感謝祭を盛大に開催するため，
模擬店・会場等のお手伝いをしてくださる方を募集しています。
■開催日時 １０月 ９日（ 日 ） １０：００～１６：００ （集合時間 ９：００）
１０月１０日（月・祝） １０：００～１６：００ （集合時間 ９：００）
■場
所 ―れつ会グラウンド他（福山市加茂町字上加茂８１１番地）
■申込締切 ９月２５日（日）
☆食事（食券）は主催者が準備します。また，駐車・駐輪等の場所は，後日お知らせします。
☆活動の内容は，模擬店・ゲームコーナー・駐車場警備・利用者対応です。ご希望があれば教えて下さい。
☆ボランティア保険に加入（保険料は施設が負担）しますので，ふりがな・氏名・性別・年齢をお伺い
します。

ボランティア募集ＮＯ．５８

1 歳児のお世話をしてもらえませんか
継続募集

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 １人
■そ の 他 できれば子育て経験のある方を望みます

ボランティア募集 NO．５９

高齢者の話し相手になって，外の風を施設へ運んでください！

介護保険施設を運営しているＮＰＯ法人「地域の絆」では，施設で生活されている８０代女性の話し
相手になってくれるボランティアを募集しています。活動していて困ったことがあったら施設の職員へ
相談できるので，安心して参加できる活動です。 （依頼団体 小規模多機能型居宅介護事業所向永谷）
■対 象 者
■活動頻度
■場
所
■そ の 他

８０代女性 ３人（１人は軽い認知症の方）
活動日は，ボランティアの都合に合わせます。
小規模多機能型居宅介護事業所向永谷（福山市駅家町向永谷７２－１）
一度顔を合わせて継続できるかどうかを決めていただいても構いません。
活動頻度・活動時間は，ボランティアの都合に合わせます。

点字ボランティア養成講習会のご案内
視覚に障がいのある人へ点字で情報提供できるボランティアの養成を行うことを目的に，福山市
視覚障害者地域活動支援センターが点字ボランティア養成講習会を行います。
≪日 時≫
前期（全７回） 2016 年１０月１７日
２４日
１１月１４日
２１日
１２月１２日
１９日
後期（全５回） 2017 年 １月１６日
２月 ６日
２０日
３月 ６日
１３日
いずれも 月曜日 午後１時３０分～午後３時

３１日

≪場 所≫１０・１１月
福山すこやかセンター ３階 マンパワー視聴覚室
（福山市三吉町南二丁目１１番２２号）
１２～２月 ・ ３月（予定）
福山市市民参画センター ５階 会議室２
（福山市本町１番３５号）
≪内 容≫ パソコン（Windows）で点字文字の入力を練習し，点字データを作成する。
≪対 象≫ 点訳・点字教室へ継続してボランティア活動が可能な人
（簡単なパソコン操作のできる方）
≪持参物≫ ノートパソコン・筆記用具・辞典
≪受講料≫ 無料

申し込み・問い合わせ先
福山市視覚障害者地域活動支援センター
〒７２０－０８１５
福山市野上町３－１５－７
電話 ０８４－９２５－４０６８
午前９時～午後５時３０分 土曜・祝日休所

担当 豊原

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０８４－９２８－１３３３ fax０８４－９２８－１３３１

ボランティア募集 NO．６０

施設の一泊バス旅行へ参加し，
障がいのある方たちとふれあってみませんか？

福山市水呑町にある障がいのある人たちが働いている施設「なのはな作業所」が，つぎの日程で一泊
バス旅行を計画しています。このバス旅行にご一緒いただき，障がいのある人たちの介助などをお手伝
いいただけるボランティアを募集しています。施設の職員が役割を分担しますので，安心して活動いた
だけます。
（依頼団体 なのはな作業所）
■活動日時 ９月２９日（木）１１：００ なのはな作業所（水呑町）集合・出発
岩国錦帯橋を観光・周防大島に宿泊
９月３０日（金）
宮島観光
１６：００ なのはな作業所着
■集合・解散場所 なのはな作業所（福山市水呑町４７２７－６）
■内
容 利用者が買い物をする，食事をする，入浴をするなどの場合のお手伝い，見守り・声かけ
など。車椅子を押すなどの介助。
■募集人数 2 人
■そ の 他 バス代・食費・宿泊代は施設が負担します。

ボランティア募集ＮＯ．６１

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。
（依頼団体 福山市市民相談課）
募集 1

毎月第２・第４水曜日

２歳半と３～４歳の子どもが参加

募集２

毎月第１・第３土曜日

１歳児が参加

■活動時間
■場
所
■募集人数
■その他１

１３：００～１５：００
エフピコリム 地下２階 研修室 （福山市西町１－１－１）
１～２人
エフピコリム第２か第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 日によってはいつもと違う子どもさんが来られることがあります。
また，日本語の話せない子どもさんもおられますが，日本語で話しかけたことは理解
できます。

ボランティア募集ＮＯ．６２

健診に来られた方のお子さんと遊んであげてください
継続募集

レディース健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 福山市成人健診課）
■活動日時
■申込締切
■場
所
■募集人数

９月２６日（月） １３：００～１５：３０
９月２１日（水）
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）
４～５人

ボランティア募集 NO．６３

障がいのある人たちのスポーツ大会の運営にご協力ください。

身体に障がいのある人たちの団体「福山市身体障害者団体連合会」が次の日程で「スポーツ大会」を
開催いたします。競技の運営や視覚障がい者のサポートなどに協力いただけるボランティアを募集しま
す。団体の役員が役割を分担しますので，どなたでも参加できる活動です。
（依頼団体 福山市身体障害者団体連合会）
■開催日時
■場
所
■募集人数
■活動内容

１１月３日（祝日） ９：００集合 １６：３０終了
福山市人権交流センター ホール（福山市佐波町２６２－３）
20 人
・選手の召集，決勝，記録などの競技の運営
・視覚障害者の案内などのサポート
■そ の 他 １０月２０日（木）１３時から 福山すこやかセンターで視覚障がい者の介助方法等の
勉強会を開催しますので参加してください。

ボランティア募集ＮＯ．６４

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？
継続募集

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 ２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．６５

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！
継続募集

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。）
（依頼団体 草笛学園）
■活動日時 ９月２０日・２７日・１０月４日・１１日・１８日（火）
１４：００～１５：００
■場
所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町 2-8-15）
■募集人数 ２人
■持 参 物 水着・水泳帽子・バスタオル
■そ の 他 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

離乳食講習会

時
所

募集
人数

１０月４日（火）１３：３０～１５：１５
東部市民センター
１０月１９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

１０月１４日（金）
・１０月１７日（月）
９：３０～１２：３０
東部市民センター

ぱんだサークル

１０月７日（金）
・１０月２１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

３～
１０人

１～
３人

９月２３日（金）
・１０月７日（金）
・
１０月２１日（金）
・１０月２８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

内

容

保護者が受講している間，
乳児（４～８か月）の託児

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

ボランティア情報誌の発送作業・福祉だより「ほほえみ」の封入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，福祉だより「ほほえみ」の封入作業にご協力いただけ
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・１１月の再生封筒づくりはありません
活

動

福祉だより「ほほえみ」
封入作業

活動日
９月２６日（月）

活動時間
10：00 ～ 11：30

内

容

封筒のサイズに合わせて福祉だよりを折る，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）
ボランティア情報誌
発送作業

１０月２０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．２５５」
（１０月２０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，１０月５日（水）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，１０月１８日（火）午前中まで にご持参ください。

◆熊本地震災害義援金・平成２８年台風１０号等災害義援金 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，８月に発生し
た台風１０号に伴う大雨により大きな被害を受けられた北海道・岩手の方々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

