ボランティア活動に参加したい！
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福祉のまちづくり課（ボランティアセンター）

「高齢や障がいが理由で楽器をやめた人たちに
「高齢や障がいが理由で楽器をやめた人たちに
もう一度(楽器を)演奏するきっかけをつくり
もう一度(楽器を)演奏するきっかけをつくり
たい！」
たい！」
そんな目的の「音楽交流会」が福山すこやか
センターで開かれました。病院や介護施設で働
く若い介護職さんや理学療法士さんたちが企画，
７０人の高齢者が参加しました。
１年前から参加希望者に４曲の課題が渡され，
月に１度の合同練習を経ての今日のセッション
は感動的でした～。ピアノ，大正琴，ハーモニカ，
アコーディオン，ギター，フルート・・・
昔楽しんでいた，おもいおもいの楽器を手に
演奏を楽しみました。
音楽っていいですね！
人を笑顔にしてくれます♪
題曲は，
「村祭り」
「瀬戸の花嫁」
「それゆけカープ」
「あのすばらしい愛をもう一度」
。
来年チャレンジしたいな～と思われる方，
ご連絡をお待ちしています！

在宅で支援を必要とする高齢者等を支える
サポーターを発掘・養成しようと「ライフアッ
プサポーター養成講座」を開催，５６人が修了
しました。
「講座の仲間と何か活動したい」「学んだこ
とを地域で生かしたい」という修了者の声を受
けて，グループづくりのための話し合いを行い
ました。
話し合いは和やかにすすみ，グループ名は
「生活応援隊 元気かい」が候補に。「傾聴活
動」
「居場所づくり」
，高齢者等の家具の移動や
ゴミ出し等をお手伝いする「生活支援活動」を
活動の柱とし，それぞれチームをつくって活動
をしていきます。
福山市東部地域で新しい活動が生まれそう
です。

いろんな情報を福山市
社協 facebook（フェイス
ブック）で配信しています。
ぜひ！ご覧ください！
友達申請もよろしく
お願いします♪

ボランティア募集ＮＯ．52

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
（依頼団体 草笛学園）

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。
）
■活動日時 １１月２０日,２７日，１２月４日，１１日（火）
１３：４５～１５：２０
■場

所 福山ＹＭＣＡの屋内プール（福山市西町２－８－１５）

■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．５３

託児のボランティアをお願いします
（依頼団体 保健福祉局保健部健康推進課）

幼児歯科教室に参加される方のお子さん（１歳６か月以上２歳未満児）のお世話をしていただける託児ボラ
ンティアを募集しています。
■活動日時 １１月２７日（火）９：４５～１１：３０
■活動場所 福山すこやかセンター東館（福山市三吉町南 2-11-22）
■募集人数 ５人
■持 ち 物 エプロン,飲み物（水分補給用）

ボランティア募集ＮＯ．５４

健診に来られた方の子どもさんと遊んでください
（依頼団体 保健福祉局保健部成人健診課）

子育て世代を対象に実施する，医師・スタッフが全て女性の「レディース健診」に来られた方のお子さん（乳
幼児）の託児ボランティアを募集します。
（募集は女性のみ）
■活動日時 １２月１４日（金）
，１８日（火） １３：００～１５：３０ ※集合時間は１３：００
■場

所 福山市医師会健診センター（福山市三吉町南二丁目１２－２５）

■募集人数 ５人程度
■持 ち 物 エプロン，飲み物（水分補給用）
■そ の 他

・おもちゃは依頼者側が用意します。
・遊ぶスペースにはマットが敷いてあります。
・駐車場は医師会立体駐車場をご利用ください。

ボランティア募集ＮＯ．５５

事務所の留守番にご協力をお願いします

ある福祉問題活動に取り組まれている男性が、この度、事務所を兼ねた交流場所を設けられました。男性が
不在の間の留守番や取り組まれている福祉問題に関する資料やデータの整理を手伝ってくれるボランティア
を募集しています。
■活動日時 （火)（木)（金）のうち、１日でも可能。１０：３０～１６：００（お昼休憩あり）
■活動場所 福山市御幸町（万能倉駅近く）
■持 ち 物 昼食,飲み物

ボランティア募集ＮＯ．５６

高齢者の食事中の見守り，介助にご協力をお願いします

病院に入院中の９０歳代の女性の食事の介助を手伝ってくれるランティアを募集します。
■活動日時 (水)(金) のうち、１日でも可能。１２：００～１３：３０(この時間に限りません。)
■活動場所 福山市大門町

■そ の 他 ・無料駐場あり。
・ご家族がされる食事介助の様子を見ていただくこともできます。

ボランティア募集ＮＯ．５７

お手伝いをしてくださる方を募集します

難病を患って，家のことが出来にくい方の生活上の簡単なお手伝いをしてくださる方を募集しています。
■活動日時 月に１回～２回程度で，日にち等は話し合いにより決めます。
■内

容 片づけ・簡単なお掃除などです。

■場

所 福山市神辺町

■持 参 物 エプロンなど
■そ の 他

女性を希望です。

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）

※ できれば子どもと関わるボランティア活動を経験された方，子育て経験の
ある方，保育士資格をお持ちの方のご協力をお願いします。
※ 当日急遽託児ボランティアの必要がなくなる場合がありますので，ご了承く
ださい。
活動名

日

時

場

所

募集人数

内

容

１１月２１日（水）１３：３０～１５：１５
１２月１２日（水）１０：００～１１：４５
１２月１２日（水）１３：３０～１５：１５
福山すこやかセンター
離乳食講習会

１１月２７日（火）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

１１月２７日（火）１３：３０～１５：１５
西部市民センター
１２月１３日（木）１３：３０～１５：１５
かんなべ市民交流センター
うさぎサークル

１２月１２日（水）
・１４日（金）
９：３０～１２：３０ 東部市民センター

ぱんだサークル

１２月７日（金）
・２１日（金）
９：３０～１２：３０新市コミュニティセンター

こあらキッズ

きりんサークルⅠ，Ⅱ

１～３人

１１月３０日（金）
１２月７日（金）
・１４日（金）
・２１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
１１月２０日（火）
１人
１２月２１日（金）
・２５日（火）
９：３０～１２：３０ 西部市民センター

子どもと保護者が活動して
いる間，一緒に来ている兄弟
姉妹の託児

この度、「布の絵本 きしゃぽっぽ」さんが
クリスマス用の壁掛けを作って寄贈してくださいました。
ひとつはおもちゃ図書館に飾らせていただいています。
クリスマスの雰囲気づくりにピッタリの壁掛けです。
右の写真の壁掛けは、地域のサロン（おもちゃサロン含む）、
ボランティアグループ等の行事への貸し出し用ですので、
借入を希望される団体は、お問い合わせください。
（時期が集中しますので、お早めにご予約くださいね！）

ボランティア情報誌の発送作業・ほほえみ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・ほほえみ封入作業等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。
NO．
１

活 動
ほほえみ
発送作業

活動日

活動時間

１１月２６日（月）

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，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）
ボランティア
２

情報誌発送作業

封筒のサイズに合わせて情報誌やチラシを折
１２月２０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（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．２８０」
（１２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，１２月１４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，１２月１８日（火）午前中まで にご持参ください。

◆ただいまボランティアセンターでは・・・◆
ボランティア活動の経験豊富なアドバイザー（相談員）が，創作活動を通じて，ボランティアに興味・
関心がある方の相談に乗っていただいたり，ボランティア活動をされている方への困りごとやアドバイス
をしていただいています。
毎月第 1 水曜日は，
「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」です。下絵をなぞって描いて水性絵具で色をつ
ける，誰でも簡単にできる手仕事です。
ボランティアの先輩から話を聴いたり，質問をしたりして，楽しく・為になる時間を過ごしてみません
か？
◇ 前回の作業風景です。色を付けているところです。色の見本は目の前
に置いてあります。はがきを見ながら色をつけるので悩む必要はありま
せん。絵の具，筆，水差しを持って来る必要はありません。
◇

次回は，１２月５日（水）１０：００～１２：００
「お茶の花」と「トキワハゼ」を描きます♪
場所は，福山すこやかセンター２階ボランティアセンターです。
地域のふれあいサロンなどでも活用できそうですね♪
このコーナー（教室）は，ボランティアに興味・関心がある方・ボラ
ンティア活動をされている方が「なぞって，ぬるだけ簡単絵はがき」を，
地域で開催されている「サロン」等に普及・定着させていただき，地域
住民相互の絆の構築に繋がることも願って実施しています。

「お茶の花」「トキワハゼ」

