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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）

１１月２４日（木）
，福山市大雨災害ボランティア報告会を開催しました。報告会では実際にボランティア
活動に参加した２名から感想を述べてもらいました。その後グループワークを行い，活動に参加して感じたこ
と，見えたもの，そして今後の備えについて共有しました。
グループワークでは今後の備えとして，学生等若い人達の力を結集させること，地域で温度差がある防災・
減災・および地域住民間での協力体制の意識を強化していくことが必要という意見が出ました。

サロン交流会＆情報交換会 in 東部市民センター
１２月２日（金）
，福山市地域包括支援センター坪生と共催でサロン交流会＆情報交換会を開催しました。
日頃，サロンでボランティアとして活動されている方２４名に参加していただき，各サロンの状況・悩みに
ついて話し合いました。
社協では，ふれあい・いきいきサロンが地域住民にとってより身近なものとなり，地域住民の孤立感の解消，
地域の見守り及び閉じこもりの防止，
地域におけるコミュニティづくりの形成に資することを目指しています。
是非，一度お近くのサロンへお立ち寄りください。
※ふれあい・いきいきサロン・・・４５８ヶ所
喫茶店風サロン
・・・４８ヶ所 あります
（２０１６年１１月現在 福山市内に限る）

ボランティア募集ＮＯ．７４ 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・水泳帽子

ボランティア募集ＮＯ．７５ 買い物・調理を手伝ってください！
ハンディキャップのある方と調理実習でクリスマスメニューを作ります。買い物・調理の手伝いをして
くれるボランティアを募集します。 （依頼団体：特別非営利活動法人 えーる）
■日

時

■場
所
■募集人数
■持 参 物

１２月２５日（日）

１０：００～１３：３０
集合時間 ９：５０
福山すこやかセンター３階調理実習室（福山市三吉町南２－１１－２２）
６人
エプロン・三角巾
※交通費支給あり

ボランティア募集ＮＯ． ７６ 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

１月１０日・１７日・２４日・３１日・２月７日・１４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 継続して定期的にご参加いただける方を希望します

ボランティア募集ＮＯ． ７７ 施設を訪問します！
福山市内に住むボランティアさん（女性）が，マッサージを提供できる施設を探しています。
■活動日時

平日のみ，祝日は除く（日程は相談し，決めます）

■活動場所

福山市内

■活動内容

施設などを訪問して，利用者の方と話をしながらマッサージをします。

（ハンドマッサージ，フットマッサージ，肩もみなど）
※訪問希望の方は，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

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。今回は家の形をした巣箱作り
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 １月 ４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
■服装 汚れても良い服装，軍手を持参してください。

集めた後は・・・？

回りは１ｃｍほど残してください
い

① ボランティアグループ「鳩の会」さんが整理し，
「誕生日ありがとう運動本部」
へ送り，知的障がいのある方たちへの活動の資金として活用します。
② 社協が業者に売却し，ボランティア活動の資金として活用します。
問い合わせ先

お知らせ

福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課

電話 ０８４－９２８－１３３３

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ＦＭ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。

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

子ども好きの方，ご協力ください！！（定期開催
日
場

活動名

時
所

託児ボランティア）
募集
人数

内

容

１月１０日（火）１３：３０～１５：１５
東部市民センター
離乳食講習会

１月１６日（月）１３：３０～１５：１５
北部市民センター

３～
１０

保護者が受講している間，
乳児（４～８か月）の託児

１月１８日（水）１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター
うさぎサークル

１月１３日（金）
・１月１６日（月）
９：３０～１２：３０
東部市民センター

ぱんだサークル

１月１３日（金）
・１月２０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

１月１３日（金）
・１月２０日（金）
・
１月２７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
兄弟姉妹（０歳）の託児

ボランティア情報誌・福祉だより「ほほえみ」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。

活

動

ボランティア情報誌
発送作業

活動日

活動時間

内

容

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシを折
１月１９日（木）

10：00 ～ 11：30

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（福山市三吉町南２－１１－２２）
福祉だより「ほほえ
封筒のサイズに合わせて福祉だよりを折る，封入
１月２５日（水） 10：00 ～ 11：30
み」封入作業
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（福山市三吉町南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．２５８」
（１月１９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，１月６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，１月１７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

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。
おはなしうさぎ

絵本・紙芝居・読み聞かせ（子ども，高齢者）
・歌（伴奏は大正琴）
（土・日・祝は不可）

布絵本手作りボランティア
委員会

布の絵本による読み聞かせ等（子ども，施設）
布絵本の手作り講習（人数が揃えば可）

ふれ愛の会
読み聞かせサークル
『おおきくな～れ』
福山奇術クラブ

ちぎり絵の指導・ちぎり絵ボランティアの育成
材料費実費負担・交通費必要 参加者１０名以上 （日を除く）
読み聞かせ・手遊び・ふれあい遊び・歌・紙芝居等を盛り込んだ１５分
～１時間程度の「おはなし会」
紙芝居等を盛り込んだお話会
（内容・テーマは希望，要望に応じます）
マジックでの活動 社会福祉施設訪問・イベントに参加
マジック・フェスティバル開催

手城老人クラブボランティア
傘踊り，民踊，銭太鼓，カラオケ
の会 ひまわり
梅の会
備後ハッピー交友会
ＡＺ
劇団キャッツ
アンサンブルローズ
青葉の会
こんぺいとう倶楽部

（月・夜は不可）

（日時は要相談）

舞踊・踊り・カラオケ・小咄・昔話
カラオケ・踊り・銭太鼓・フラダンス・郷土芸能等を組み合わせて１時
間の交流訪問
（カラオケ音響設備のあるところ）
色々なジャンルの歌とピアノの演奏
絵本の読み聞かせと音楽などのコンサート （日時は要相談）
人形劇の公演活動

（依頼は要相談）

ピアノ・バイオリンの演奏
みんなで一緒に歌う
南京玉すだれ・ささら踊り・傘まわし・皿まわし・紙芝居・絵本の読み
聞かせ・リズム体操・玄米ニギニギ体操
（松永，松永周辺の活動）
音楽演奏ボランティア（ギター・マンドリン・フルート・キーボード・
ハーモニカ・リコーダー・オカリナ）
（依頼は要相談）

すみれ

大正琴・日舞・フラダンス・傘踊り

ヒーリングボイス

シャンソン・歌・フラメンコ・フラダンス

ハイビスカスグループ

フラダンス（各施設・デイサービス）

（火・木）
（月・夜は不可）

パステルアート作品作り
（初めての方でも簡単に作れます）
※ボランティア団体によっては，活動にあたり交通費等の費用負担をお願いする場合があります。
ふくやまアートフレンド

詳しい内容を知りたい方，また依頼希望があれば
福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課（電話０８４－９２８－１３３３）へご連絡ください。

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

音訳ボランティア養成講座のご案内
視覚に障がいのある人へ文字や文章を音声化して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音訳ボランティア養成講座を行います。
■日 時
201７年２月１０日（金）～３月１０日（金） 毎週金曜日
１３：３０～１５：３０
■場 所
福山市市民参画センター（福山市本町１番３５号）
２月１０日・２４日・３月１０日 ２階セミナールーム
２月１７日・３月３日
４階会議室１
■内 容 視覚に障がいのある人へ音声情報を提供するための正しい発音・発声方法等の講習
■対 象 継続して受講ができ，受講後音訳ボランティアとして活動できる人
■受講料 無料
■講師 中下 洋子さん（広島県視覚障害者情報センター音訳指導員）
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

村上

ボランティアセンターから年末年始のお知らせ
年末年始（２０１６年１２月２９日（木）～２０１７年１月３日（火）まで）は，
福山すこやかセンターが全館休館となります。
そのため，ボランティア活動センターおよび，各部屋の

利用ができませんので，お気をつけください。
ご迷惑をおかけいたしますが，よろしくお願いいたします。

ボランティアの皆さまへ
日頃から，ボランティアセンターの活動にご協力いただきありがとうございます。
今年も残りあとわずかとなりました。年末年始，体調を崩さないよう体に気をつけてお過ごしくださ
い。来年も引き続きよろしくお願いいたします。
２０１６年１２月１５日 ボランティアセンター一同

