
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障がい者へ“声のカセットテープ”を届けて４０年！！ 

朗読録音ボランティアグループ ひまわり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア情報交換会参加者募集（主催：福山市ボランティア連絡協議会）！！ 

  少子高齢化や核家族化，単身世帯の増加，雇用環境やライフスタイルの変化により，生活課題はますます多

様化し，複雑化しています。そのような中，住み慣れた地域で生活を続けるためボランティアへの期待が高まっ

ています。今回の情報交換会では，滋賀県高島市社会福祉協議会の先進的な取り組みから，これからのボランテ

ィア活動のあり方を考えます。どうぞ，ご参加ください。 

１ 日 時  ２０１６年１１月１３日（日） １０：００～１２：００ 

２ 場 所  福山すこやかセンター ３階マンパワー研修室 

３ 参加者  ５０人 ※定員に達し次第締め切ります。 

４ 対 象  ボランティア活動に参加している，関心がある方ならどなたでも！  ５ 参加費  無料 

内 容 （１）講 義   講  師 高島市社会福祉協議会 事務局長 井岡仁志さん 

         テ ー マ 「地域づくりとボランティア～今問われる，参加と協働～」 

（２）グループワーク・情報交換 講義の内容をグループで共有する中で，これからの自分たちの活動

のあり方を考えます。 

参加を希望する方は，お電話かＦＡＸで「名前」「電話番号」（グループの場合は，グループ名と参加者名）をお

知らせください。定員に達し，参加できない場合のみこちらからご連絡いたします。 

 福山市ボランティア連絡協議会【事務局：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 

 

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：2016.10.20 
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ボランティアグループの紹介！！ 

 

ひまわりは，市の「広報ふくやま」や市社協の「福

祉だより～ほほえみ～」等をカセットテープに録音

し，視覚障がい者へ届ける活動を続けています 

グループの結成は１９７５年！！４０年間，今で

も色あせることなく活動が継続されているなんて

ちょっとした伝説ですよね～。 

「視覚障がい者の方と声を交わしただけで『ひま

わりの○○さんね，いつも聞いていますよ』と言わ

れると朗読ボランティアを続けてよかった，思いま

す」と会長の藤田 瞳さん。 

これからも視覚障がい者と地域のかけはしとし

て活動してください。 

【定例会】 

日時：毎月第２土曜日１３：３０～１５：３０ 

場所：福山すこやかセンター２階ボランティアセンター 

 



 

 

 

 

 

 

 

点訳ボランティア養成講座 受講生募集！！ 

視覚障がい者への点字図書の増冊・普及や，点字文書の翻訳，作成などを行い，情報保障と社会参加を支援す

る点訳ボランティアを養成する講座です！ 

１ 開催日時  2016年（平成 28年）11月 1日（火）～12月 6日（火）毎週火曜日 

13：30 ～ 15：30 

２ 会  場  福山すこやかセンター （福山市三吉町南二丁目１１－２２） 

３ 講  師  点訳グループ「麦の会」 

４ 募集人数  ２０人（先着順）  

５ 福山市在住の方で，初めて点字を習う方。講座修了後，継続してグループに参加可能な人。 

６ 受講料   ６００円（テキスト代） 

７ 申込方法  電話または FAXで，講座名・住所・名前・電話番号を，下記のところへお知らせください。 

８ 申込先・問い合わせ先  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 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．６６ 知的障がいのある人たちの水中ウォーキングをお手伝いください！ 

福山市神辺町にある障がい者の作業所「あいあい広場」が，利用者（主に知的障がい者）と一緒にプ

ールに入り，水中ウォーキングのお手伝いをしてくれるボランティアを募集しています。ウォーキング

なので泳げなくても大丈夫です。施設の職員が一緒にプールに入りますので，初めての方でも安心して

活動ができます。                        （依頼団体：あいあい広場） 

■日  時 毎週火曜日１３：００～１４：００（着替えの時間も含んでいます。毎週でなくてもご都

合のよい日で活動可能です。） 

■場  所 福山すこやかセンター（福山市） 

■募集人数 ２人 

■持 参 物 水着・タオル・水泳キャップ 

 

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 １１月９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 

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．６８  東広島で行われる卓球大会へ視覚障がい者をガイドしてください！ 

 視覚障がい者の卓球グループが，東広島市で行われる「卓球大会」に参加します。その際に，同行・

介助してくれるボランティアを募集しています。 

 

■対 象 者 視覚障がい者５～６人が参加。 

■活動内容 主に視覚障がい者の歩行介助 

      ※介助が初めて人には介助の方法をレクチャーいたします。ご都合をお知らせください。 

■交通手段 福山駅に集合→電車で西条駅まで→タクシーで会場であるリハビリセンターおりづるへ。 

■そ の 他 集合時間・場所は７時４０分に福山駅改札前です。 

      大会終了時間は，１５：３０です。その後タクシー・電車を乗り継いで福山へ帰ってきま

す。 

      昼食は主催者が準備します。 

ボランティア募集ＮＯ．６７ 「せんだんの家コンサート」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」が多くの人とのふれあいやつながりを

願い，今まで以上に福祉の輪を広げていきたいとの思いで、第 31回「せんだんの家コンサート」を開催

されます。 

そこで、このコンサートが盛大に開催できるよう，当日，模擬店等のお手伝いをしてくださる方を募集

しています。                       （依頼団体：社会福祉法人一れつ会） 

 

■開催日時 １１月６日（日） １３：３０～１６：００  （活動時間 ９：００～１７：００） 

■場  所 福山市北部市民センター 

☆食事は主催者が準備します。 

☆活動の内容は，模擬店の運営等になります 

☆持参物：エプロン・三角巾・軍手・タオルの用意をお願いします。 

☆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．６９  日本語会話サロン・日本語教室に来られる方の子どもさんと 

遊んでください！  継続募集 

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 １３：００～１５：００ 

■場  所 エフピコリム 地下２階 研修室 （福山市西町１－１－１） 

■募集人数 １～２人 

■その他１ 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，話しかけたことは理解 

できます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．７１   視覚に障がいのある方たちがカラオケをします！ 

歌詞を読み上げてくれるボランティアを募集！！ 

 視覚に障がいのある人たちの団体「視覚障害者福祉協会」の有志が，次の日程でカラオケに行きます。

歌詞の読み上げ，カラオケの機械の操作（曲の入力など），トイレなどへの誘導にご協力いただけるボラ

ンティアを募集しています。 

 この活動に何回も参加しているボランティアも一緒に活動しますので，どなたでも参加できる活動で

す。 

■活動日時 １１月１７日（木） １１：００～１６：００ 

■場  所 まねきねこ蔵王店 

■募集人数 １人（男性を希望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア募集ＮＯ．７０  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 １１月１日・８日・１５日・２９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 

お知らせ  高齢者徘徊ＳＯＳネットワークがリニューアル！ 

地域でお困りの方がいたらご連絡ください！ 

福山市社会福祉協議会（市社協）では，行方不明になった認知症の人の早期発見につなげる「高齢者

徘徊ＳＯＳネットワーク（ＳＯＳネット）」をリニューアルしました。SOS ネットは，警察に行方不明

者の相談があると，市社協が特徴や服装の情報をまとめ，メール登録をした市民や団体へ情報発信やＦ

Ｍふくやまで情報提供を行い，協力して捜す仕組みです。 

 行方不明の恐れのある認知症の方が身近にいたら，ぜひ，ＳＯＳネットの事前登録をご紹介ください。 

 

・リニューアルの内容 

○ 事前に登録した人（認知症で行方不明の恐れのある人）の靴に専用シールを貼ってもらい，捜索時に

みつけやすくする。 

○ 市内３警察署と事前登録者の情報を共有する。 

○ 企業や事業所，団体などへ呼びかけを行い，メール登録者を増やす。 

 

問い合わせ先 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 

※事前登録は，市社協各地域事務所（新市・沼隈内海・神辺・松永・東部）でも受付けます。 

 



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） 

活動名 
日   時 

場   所 

募集 

人数 
内   容 

離乳食講習会 

１１月１日（火）１３：３０～１５：１５ 

東部市民センター 

３～ 

１０人 

 

 

保護者が受講している間，

乳児（４～８か月）の託児 

１１月１６日（水）１３：３０～１５：１５ 

福山すこやかセンター ３階栄養指導室 

１１月２８日（月）１３：３０～１５：１５ 

北部市民センター 

１１月２９日（火）１３：３０～１５：１５ 

西部市民センター 

うさぎサークル 

１１月１１日（金）・１１月２１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，一緒に来ている弟

妹（０歳）の託児 

ぱんだサークル 

１１月１１日（金）・１１月１８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 

１０月２８日（金）・１１月１１日（金）・ 

１１月１８日（金）・１１月２５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 

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，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）１１月の再生封筒づくりはありません 

活 動 活動日 活動時間 内 容 

ボランティア情報誌 

発送作業 
１１月１７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．２５６」（１１月１７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，１１月５日（土）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，１１月１５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 


