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ボランティア活動に興味がある方、何かしたいなと思われている方にオススメ！ボランティア活

動をするきっかけづくりの講座です♪ぜひこの機会に参加して、ボランティアグループの活動を知

ってもらい、自分にあったボランティア活動を見つけませんか？ 

 

日  程 

日 時 内 容 講 師 

６月 22 日（金） 

10:00～12:00 

・ボランティア活動について学ぼう！ 

 

ANT-Hiroshima 

代表理事  渡部 朋子 さん 

６月 29 日（金） 

10:00～12:00 

 

・視覚障がいについて知ろう！ 

・アイマスク体験 

広島市総合リハビリテーションセンター 

歩行訓練士 萬 あおい さん 

協力 ガイドサークルむつみ会 

７月 ６日（金） 

10:00～12:00 

 

・知的障がいについて知ろう！ 

・知的障がい疑似体験 

ひろしま♡♡あび♡♡隊 

 

・親の思いを聞いてみよう！ 広島市手をつなぐ育成会安佐南区支部 

７月 13 日（金） 

10:00～12:00 

・コミュニケーションのコツを学ぼう！ 

 

大西恵子事務所 

代表  大西 恵子さん 

7 月 20 日（金） 

10:00～12:00 

 

・レクリエーションを学んで身につけよう！ 

 

ひろしまレクリエーション協会 

副会長  山野 節子さん 

・ボランティアグループ紹介 安佐南区社会福祉協議会 職員 

 

会 場：安佐南区総合福祉センター（安佐南区中須一丁目 38-13） 

対 象：ボランティア活動をこれから始めようとされている方  

参加費：無料 

定 員：１５人（締め切り ６/1５（金）但し、定員になり次第締め切ります） 

 

問い合わせ・お申込み 安佐南区社会福祉協議会  

ＴＥＬ ８３１－５０１１ ＦＡＸ ８３１－５０１３   

            

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会 安佐南区ボランティアセンター 

〒731-0194   広島市安佐南区中須１丁目 38-13（安佐南区総合福祉センター内） 

ＴＥＬ 082-831-5011   ＦＡＸ  082-831-5013           

Ｅ-mail asami＠shakyohiroshima-city.or.jp 

掲載記事へのご意見・ご感想・各講座などへの参加申し込みにつきましては、安佐南区社会福祉協議会まで 

お問い合わせください。（ＴＥＬ：８３１－５０１１）安佐南区総合福祉センターへお越しの際は、なるべく 

公共交通機関をご利用ください。車でお越しの際は、第２・３駐車場のご利用をお願いします。 



対象事業 ボランティアグループ等が行う事業への助成 

ボランティアグループが在宅高齢者または、在宅障害者等のために 

福祉活動や、文化活動および復興支援を行うために必要な費用また 

は機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成する。 

助成対象 地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよび 

     ＮＰＯ法人 

助成金額 １件 10～50 万円  助成金総額 2,000 万円 

 

 

 

       

❤公益財団法人 大同生命厚生事業団 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間：平成２４年５月３１日※必着  締切日厳守  

応募方法：財団所定の申込書に必要事項を記入のうえ送付（Ｅメールでの提出不可） 

      申込書は財団ホームページ（下記参照）よりダウンロード可能 

問合せ・申込み大同生命厚生事業団 事務局 ＴＥＬ ０６－６４４７－７１０１ 

＊大同生命厚生事業団ホームページ（http://www.daido-life-welfare.or.jp）ご参照ください。 

 

 ❤公益財団法人太陽生命厚生財団 平成２４年度社会福祉助成事業                           

 

 

 

 

 

    

 

*太陽生命厚生財団ホームページ 

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/をご参照ください 

 

 

応募方法 

① 財団ホームページよりダウンロード。 

② 郵送希望の場合は、団体名、郵便番号、

住所、氏名を記入し、財団事務局へ 

（６/18）迄にＦＡＸまたは郵便で、ご 

請求ください。その後、申込書一式応

募者へ郵送されます。 

所定の申込書に必要事項記入し、締切日

までに郵送してください。 

応募の締切日 

平成２４年６月末日（郵送による必着） 

※郵送による必着 

問合せ・申込み 公益財団法人 太陽生命厚生財団事務局 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-11-2 

太陽生命日本橋ビル内 

       TEL FAX 03-3272-6268 

対象事業 （１）高齢者福祉に関するボランティア活動   （２）障害者福祉に関するボランティア活動 

     （３）子ども（高校生まで）の健全な心を育てる交流ボランティア活動 

 

「シニア・ボランティア活動助成」 

応募資格 

社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている 

か、または、行おうとするシニア（60 歳以上）の個人も 

しくはグループ（シニアが 80％以上であることを要す。） 

＊過去 5年以内に当財団の助成を受けた人、グループ除く。 

助成金額  

１件原則１０万円（内容が優れている場合 20 万円限度） 

（サラリーマン（ウーマン）ボランティアと合わせて 

６００万円以内） 

 

「サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成」 

応募資格 

社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている 

か、または、行おうとするサラリーマン（ウーマン）の 

個人もしくはそのグループ（グループの場合サラリーマ 

ン（ウーマン）が 80%以上であることを要す。） 

＊過去 5年以内に当財団の助成を受けた人、グループ除く。 

助成金額 

１件原則１０万円（内容が優れている場合 20 万限度） 

（シニアボランティアとあわせて６００万円以内） 

はじめまして！ 

安佐みなみです 

よろしくね♡ 

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/


❤ 地域福祉を支援する 「わかば基金」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは広島市社会福祉協議会のホームページ（http//shakyo-hiroshima.jp/）をご覧ください。 

 

                                 

                                    

                                    

                                    

                                   

                           

                                   

                                   

                                   

                                    

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

☆視覚障害者宅でのパソコン支援 

「視覚に障害があるからパソコン操作なんて無理」とあきら

めていませんか？そう思っておられる方に朗報です！ 

広島市では、視覚障害者を対象に、パソコン指導のボラン

ティアさんが、希望者のお宅へ訪問して、希望者のパソコンで 

操作方法を教える支援をしています。まずは、広島市視覚障

害者福祉協会にお問合わせください。 

☆対象： 広島市在住で身体障害者手帳（視覚）の交付を 

受けている方 

☆日時、曜日については要相談。1回につき 2時間程度 

☆利用料金：原則無料 

≪問い合わせ・申し込み先≫ 

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会  

（中区千田町 1丁目 9-43 広島市社会福祉センター内 ） 

ＩＣＴ専用電話  ０８２－２５８－１２６５   

＊受付時間 平日 10:00 ～16:00 

留守番電話応答の際は、お名前・ご用件・連絡先をお知らせく

ださい。 

 音声ソフトを搭載したパソコンを

使ってメールやインターネットを

楽しまれる方が増えていますよ。 

 

「わかば基金」は地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが活動の幅を広げるための支援をして活動を

応援します 

実施主体 社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団 

対  象（支援金部門）地域に活動拠点を設け、福祉活動の輪を広めたいボランティアグループ・ＮＰＯ法人 

（リサイクルパソコン部門）パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、台数を増やすこと 

でより高齢者や障がいがある人に役立ち、活動の充実を図れるグループ 

助 成 金（支援金部門） １グループにつき最高１００万円 （８～１０グループを予定） 

    （リサイクルパソコン部門）１グループに３台まで  

＊使用目的がグループの事務処理の場合は対象になりません ＊パソコンの機種は選べません 

締め切り 平成２４年５月３１日（木）必着  郵送のみ 

申込方法 申請書の「記入上の注意」をよく読み申込書に必要事項をもれなくご記入のうえ 

ＮＨＫ厚生文化事業団へ申し込み（申請書はホームページからダウンロード可） 

問合せ・申込み   社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団 「わかば基金」係 

         〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1   

＊詳しくはＮＨＫ厚生文化事業団ホームページ（www.npwo.or.jp）をご参照ください。 

ボランティアのみなさま 

おせわになりました 

米田 健治 事務局長 ⇒佐伯区社協へ 

よろしくお願いします 

津川 信昭 事務局長   おかえりなさい 
 縁があるのか安佐南区は 3 回目です。仏の顔も三

度までということで、新しい環境に適応するために

サンドバック状態になれ ということかもしれませ

ん。 

今年は 5 年ぶりに区社協が地域福祉計画を書き

換えますが、住民同士の助け合いに大きな期待が寄

せられる一方で、私たちが抱えている漠然とした不

安をどのようにすれば安心に変えることができる

＜しくみ＞をつくれるのかと考えながら毎日歩い

て事務所に来ています。あなたの視野に入りましま

したら声でもかけてください。きっと絆のようなも

のが芽生えて、そして・・・ 



  ～あなたの輝く笑顔を見たいから 一緒に考えましょう～ 

   

  

 

 

  印刷作業室 ・点字印刷室 

  

 

 

活動機材保管室 
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  Ｖグループロッカー 音訳作業室  
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☆視覚に障がいのある方も音声により文書作成や 

インターネット検索ができますよ！ 

 

                                               

 

       

ようこそボランティアサロンへ 

誰もが、気軽に立寄れて、ほっとできるような温か～いところ そんな場所でありたいな♡  

気負う必要はありません。あなたがあなたらしくある“場”を見つけに来られませんか。そこ

には、ボランティアさんの笑顔がきっとあります。誰かと繋がるって本当に素敵ですよ！！ 

(^O^) (^O^) (^O^) 

グループの活動を紹

介するパネルを 

展示しています。 

地区学区社協 

連絡 BＯＸ 

 

福
祉
関
係
書
庫 

ビデオ保管庫

等 
地域団体・ボランティア 

グループなどが、インター

ネット検索や事務作業等に

利用できます。 

何かしたいな♡ そんな思い

を大切にしたい！サロンで

おしゃべりしませんか？ 

どうぞ中へお入りください♡ 

 

ボランティアコーディネーター

がボランティア活動の応援を 

しています。 

相談受付：月～金 9:15～16:00 

 

入 

り 

口 

 




