
～ご提供いただきたいもの～
　せっけん、タオル、食器、日用雑貨、食料品など（食料品は、ボラ
ンティアフェスティバル開催日以降1ヶ月以上の賞味期限があ
るものに限る）で、未使用のものを！衣料品はご遠慮させていた
だきます。
　また、ご提供に際しましては、誠に恐れ入りますが、下記までお
持込をお願いいたします。

　平成24年10月14日 (日 )に、第13回南区ボランティア
フェスティバルを開催します。
　ご家庭に以下のような遊休品がありましたら、バザー物品とし
てご提供をお願いいたします。

〈提供先〉
〒734-8523 広島市南区皆実1-4-46
南区地域福祉センター内
南区社会福祉協議会
Tel（082）251-0525　Fax（082）256-0990

問い合わせ：広島市南区皆実町1-4-46　　TEL251-0525
参加対象：高校生・大学生・専門学校生などの25歳までの方
参 加 費：280円（ボランティア活動保険代）
定　　員：先着20名（定員になり次第締め切ります）

障がいのある人の自立と社会参加を支援し、安心して豊かに暮ら
せるまちづくりを目指す知的障がい児・者の保護者の会です。南区支部の活動では、主に南区にお住まいの人を中心として親子
で参加できる楽しいレクリエーションや研修会、施設見学等の楽しい企画を数多く行なっています。

8／8水10：00～16：00
　◎オリエンテーション
　◎広島市手をつなぐ育成会南区支部のみなさんとのバスハイク
　　「龍頭峡でバーベキューと水遊びを楽しもう！」

８／10金10：00～16：30
　◎知的障がい疑似体験「あび王国へようこそ」
　◎講演「子ども達の様子や遊びについて」
　◎まとめ「子ども達と楽しめるプログラムを作ろう！！」

＊11月下旬に、広島市手をつなぐ育成会南区支部の子ども達との
　楽しいふれあいのプログラムも予定しています。

「広島市手をつなぐ育成会 南区支部」とは

▲龍頭峡でバーベキューと水遊び
（昨年の実施より）
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って異なります。
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と こ ろと こ ろ
南区地域福祉センター4階大会議室
「龍頭峡  交流の森」
南区地域福祉センター4階大会議室
「龍頭峡  交流の森」

参加者募集中！！

愛 の 灯 火
　いつもご寄付のほどありがとうございます。皆さま
からお預かりしたご寄付は、南区の地域福祉の推進の
ために有効に活用させていただきます。

いつもご寄付に
ご協力いただきまして
誠にありがとうございます。
　皆様から頂きましたご寄付は、南区の地域福祉活
動の推進に役立てていきますので、今後ともご寄
付にご協力のほどよろしくお願いします。
●物品は、古切手・アルミ缶・車いすなど。（バスカー
ドの受付は終了しました。）
●金銭は、祝い返し・香典返し・各種募金・チャリ
ティーバザーやコンサートの収益金など。
　また、社会福祉法人に寄付された場合、寄附金控
除の対象となります。寄付を希望される場合は直接
南区地域福祉センターに持参下さい。

「主な自主財源の事業」
◎地域福祉活動推進事業
　・地区（学区）社協活動の援助（いきいきサロン活動費等）
◎ボランティア活動推進事業
　・ボランティアセンターの運営
◎心配ごと相談事業
◎福祉事業
　・老人福祉事業　
　・児童福祉事業
　・障害児（者）福祉事業
◎広報事業

●お申し込み ・ お問い合わせ
　社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会
　☎251-0525

今年も広島駅南口にて、
荒神町小学校の児童の皆さんと、地区社協役員さんで街頭募集を行いました。

寄附受付期間3月8日～6月12日
●寄附金
広島青崎郵便局 様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
ともしび会 様

●寄付物品
北野 太則 様（宇品東）
広島青崎郵便局 様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
光清学園 成人部 様 (出汐 )
広島宇品本通郵便局　様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
岡田 憲明 様・平川 加恵子 様
（東本浦・北大河）
甲藤 義弘 様（山城町）
星出 キミ子 様（宇品西）
松延 壽恵子 様・元村 操 様
（丹那ハイツ）
東霞町内会・東霞シニアクラブ 様
川島 好晴 様（仁保）
フジ工業（株） 様（仁保）

バザー物品の
ご提供をお願いします
バザー物品の
ご提供をお願いします

今年も共同募金へ
ご協力くださいまして
ありがとうございました

今年も共同募金へ
ご協力くださいまして
ありがとうございました

平成23年度実績額（平成24年3月31日現在）

9，086，212円集まりました！
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〔編集・発行〕
社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会
広島市南区皆実町一丁目4-46 南区地域福祉センター内
TEL251-0525・251-0505　FAX256-0990
E-mail : minami@shakyohiroshima-city.or.jp

南区社協・福祉だより 平成24年夏号（1）第86号

この広報紙は
共同募金の財源により作成いたしました。



広島市南区社会福祉広島市南区社会福祉
平成24年度

2．ささえる （一人ひとりの暮らしをささえよう）2．ささえる （一人ひとりの暮らしをささえよう）
ア．総合的な相談・援助機能の充実と強化
　自立支援総合相談援助事業推進のため、民生委員、地域包括支援センター、福祉施設や行政機関との有機的
な連携を図ります。また、生活福祉資金貸付制度の利用促進を、利用者の立場に立った生活圏域での総合的な
相談事業として、ハローワークや福祉事務所との連携のもと一層推進していきます。

▲黄金山で運行されている乗り合いタクシー

3．ひろめる （ささえあいの輪を広げよう）3．ひろめる （ささえあいの輪を広げよう）
ア．ボランティア活動、住民参加活動の推進
　住民のボランティア活動やまちづくり活動への関心の高まりに応え、住民参加を推進するため、区ボランティアセン
ターを主体とし、地区ボランティアバンクの活動を支援し、地域の拡がりに応じたボランティア活動の推進に努めます。
また、福祉について学び・体験する機会を「やさしさ発見プログラム事業」を通し、地区社協及び小学校・中学校・高
等学校などに広め、生涯学習・教育の場での福祉教育の推進に努めます。

4．ととのえる （活動を支える仕組みを整えます）4．ととのえる （活動を支える仕組みを整えます）
ア．区社協組織の体制強化
　区社協事業の円滑な推進を目的とした自主財源確保に向けて、共同募金への主体的な協力とともに会員制度｢賛助
会費｣増額にも積極的に取り組みます。また最終年度となる「南区地域福祉活動第５次５か年計画」の実施のために、
地区社協・福祉関係団体・施設・地域包括支援センターや行政機関との連携をより一層深めながら推進します。
　また、指定管理者として「南区地域福祉センター」「広島市宇品老人いこいの家」「広島市東雲老人福祉センター」
のより一層の利用促進に努めます。

1．たすけあう （安全・安心豊かに暮らせる地域をつくろう)1．たすけあう （安全・安心豊かに暮らせる地域をつくろう)
ア．地区社協の福祉推進機能の強化・育成
　小地域福祉活動を推進するため｢新・福祉のまちづくり総合推進事業｣の小地域における見守り・支えあい活動（近
隣ミニネットワークづくり推進事業）、地域住民のふれあいの場づくり（ふれあい・いきいきサロン設置推進事業）、
地域住民の参加・支えあい活動(地区ボランティアバンク活動推進事業)、｢福祉のまちづくりプラン策定事業｣を従来
どおり推進するとともに、本年度で最終年度となる「地区社協活動拠点整備事業」にも積極的に取り組みます。
　プラン及び拠点目標（最終年次）：プラン：６地区、拠点：新規２地区
　また、地区社協域での車椅子ステーションを目指し、より一層の拠点整備にも取り組みます。

イ．当事者・家族の自立支援
　福祉サービス利用者をはじめ支援を必要とする人びとや、家族への福祉情報の提供や相談体制を強化し、当事者・
家族が地域で孤立することなく自立した生活を送ることができる体制づくりに努めるとともに、ともすれば地域で孤
立しがちな障害者、ひとり親家庭、介護者家族などの仲間づくりと地域参加の場づくりを推進し、区内の共同作業所
を支援します。

日 　 時：毎月第3土曜日　9：30～10：30
会 　 場：向洋本町会館（広島市南区向洋本町12-1）

青崎地区社協「朝市」「寄ってらっしゃい！！ しゃべってらっしゃい！！」

わたしのまちの 地（学）区社協わたしのまちの 地（学）区社協
　広島市域では、概ね小学校区の範囲で地（学）区社会福祉協議会（以下、地（学）区社協）が組織されています。南区
には16の地（学）区社協があり、それぞれ住民の皆さんが安心・安全に暮らしていくことができるまちづくりのため
の取組みを進められています。その（学）区社協の取組みを紹介していきたいと思います。

黄金山地区社協「地域で支える皆の乗り合いタクシー」

　ふれあい・いきいきサロン「朝市」は、地区内に気軽に男性が集える場を作りたいと、平成22年度に立ち上がりました。
　来られる人に積極的に関わっていただきたいと、参加される人の役割を予め決めることはしていません。しかし、皆さん、
できる範囲のことで何かお手伝いをされており、活気に溢れています。
　販売している野菜やお花などの仕入れは、青崎地区で栽培されている人や広島市内で栽培されている人、農協などに協
力をしていただいています。新鮮な野菜を新鮮なうちに買い求められる
こともあり、大変人気になっています。
　また、野菜などの販売だけでなく、喫茶コーナーを設けたり、地域の小
学生が描いた絵の展示会をしたりと、幅広く地域の皆さんに参加してい
ただき、地域の皆さんの交流を深めていくための工夫をされています。
　その甲斐あってか、お伺いさせていただいた当日は雨だったにも関わ
らず、多くの人が参加され、思い思いに買い物をしたり、コーヒーを飲ん
だり、おしゃべりをしたり、絵を観たりして楽しく交流を深めていました。
　参加者の皆さんも「これからも地域の皆さんが交流を深め、地域を活
性化させていくため、展示コーナーを充実させていきたい」、「気軽に参
加できるサロンとして長く続けていきたい」、「サロンをきっかけに、地域
の交流の輪が広がった」などと話されていました。
　また、「まだまだ2周年、これからも無理のない範囲で頑張っていかん
とね」と話される人も多く、これからの取り組みも楽しんで続けていって
いただけるのではないでしょうか。

　広島県共同募金会では、平成22年より地域で起きている新しい課題、タイムリーな課題、地域住民が立ち上がって
地域の課題を解決しようとする取り組みなどを、地域の人をはじめ世の中の人の賛同を得てみんなで応援していくた
め「地域テーマ募金」などの取り組みを進めています。
　「地域テーマ募金」は、申請する団体が金額を定めて申請します。団体が集めた募金額に応じて広島県共同募金会
から「ギフト」の募金が上乗せでもらえ、申請額の1／2以上の額を募金で集めることができれば、申請額満額の交付
を受けることができます。
　平成23年度、南区内では黄金山地区社会福祉協議会は、同地区で運行している乗り合いタクシーの運営を支援す
るため「地域テーマ募金」を申請し、募金活動に取り組みました。
　黄金山地区を中心に精力的に取り組みを進められた結果、申請額であった
100万円を上回る1，007，765円もの募金が集まりました。5月31日に募金
の交付を受け、数年先まで乗り合いタクシーを運行させる目途が立ちました。
　同地区社協の利田会長も、「誰もが安心して暮らせる地区を目指す皆の思い
が結実した」と話されています。
　地域の皆さんの力を合わせれば、すごい力になるんだと改めて感じることが
できました。

▼雨にもかかわらず大盛況でした

▲絵の展示も大人気です

南区社協・福祉だより平成24年夏号（5） 第86号南区社協・福祉だより 平成24年夏号（2）第86号

ぶ ら り 、 ふ れ あ い サ ロ ン
　現在、南区には77のふれあい・いきいきサロンがあり、地域のふれあいの場づくりを進めています。そんな
区内の様々なサロンの取り組みの様子を紹介していきたいと思います。



協議会の取り組み協議会の取り組み
5．南区地域福祉活動第6次5か年計画の策定（平成25年度～平成29年度）5．南区地域福祉活動第6次5か年計画の策定（平成25年度～平成29年度）
　平成24年度は、地域福祉活動第5次5か年計画実施の最終年度にあたるため、地域福祉委員会を次期計画の
策定委員会に位置づけ、策定作業を行います。特に今回の計画策定に当たっては、「新・福祉のまちづくり総合推
進事業」に続く新たな福祉のまちづくり事業の実施内容に留意して、策定作業を行います。

■賛助会員(個人・団体)
　・1口　1,000円　・何口でもご加入いただけます。
　・ご加入については下記までお問い合わせ下さい。
■お問い合わせ
　社会福祉法人　広島市南区社会福祉協議会
　〒734-8523　広島市南区皆実町1-4-46
　TEL082-251-0525　　FAX082-256-0990（6月3

0日現在
）

39人（5
4口）の

方々が加
入中！

●平成24年度の当初予算（一般会計・特別会計）

（重点事業から抜粋）

地（学）区社会福祉協議会とは
　広島市域では概ね小学校区を単位に人にやさしい、住みやすいまちづくりをめざし、取り組みを進めている自主的団体です。
　地区の住民団体（町内会・自治会など）、機能別、世代別の団体（民生委員・児童委員協議会、女性会、PTA、など）で構成されています。

区社会福祉協議会とは
　社会福祉に対する理解と関心を深め、社会福祉関係団体などの行う福祉活動の連絡調整を図ることによって、区レベルの福祉活動の推進を図ることを目的
とする民間団体です。

※「社会福祉協議会」という名称が長く言いにくいので「社協」や「社福」と略すこともあります。

会計区分間
繰入金収入
227千円
（0.19%）

特別会計
宇品老人いこいの家

指定管理事業
5,743千円（4.91%）

法人運営事業
44,619千円
（38.13%）

企画・
広報事業
695千円（0.59%）

地域福祉活動
推進事業
9,869千円
（8.43%）

福祉推進事業
1,040千円（0.89%）
部会委員会事業
184千円（0.16%）

ボランティアセンター
活動事業
4,714千円
（4.03%）

共同募金配分金事業
1,324千円（1.13%）

相談援助事業
165千円（0.14%）

市指定管理事業
10,755千円
（9.19%）

市社協受託事業
7,003千円
（5.99%）

貸付事業
2,326千円（1.99%）

三保基金
運営事業
132千円

（0.11%）

一般会計 予備費 
28,223千円
（24.12%）

特別会計 予備費
227千円（0.19%）

会費収入 100千円（0.09%）
寄付金収入 500千円（0.43%）

市社協補助金収入
53,520千円
（45.73%）

助成金収入
500千円（0.43%）

受託金収入
17,758千円
（15.17%）

事業収入 100千円（0.09%）
雑収入 100千円（0.09%）
受取利息配当金収入 60千円（0.05%）

経理区分間繰入金収入
5,080千円
（4.34%）

前期末支払資金残高
33,331千円
（28.48%）

市受託金収入
5,743千円（4.91%）

収入の部 支出の部

単位：千円

【収入合計 117，019千円】 【支出合計 117，019千円】

南区社協・福祉だより平成24年夏号（3） 第86号



トムハウス ～一味違う美味しいコーヒーはいかがですか！！～

▲きれいな地域交流スペースです

▲美味しいコーヒーはいかがですか

ボランティアを
募集しています

「南区サマースクール」では

南区ボランティアセンター
担当：河内（こうち）・田森
電話（082）251-0525

特定非営利活動法人 トムハウス
住 所　広島市南区東雲一丁目10-14
電 話　（082）285-8303
ＦＡＸ　（082）258-2958

　トムハウスは、元気いっぱいに日々を送れるようにとの願いを込めて「トムソーヤ
の冒険」にちなんで名前が付けられました。
　地域で生活をしている精神に障がいがある人たちが、健康で文化的な生活を送
ることができるようになることを目的に活動をしています。
　就労のための訓練として、内職作業や清掃作業、そして移転を機に新たに喫茶を
通しての作業を行っています。
　また、地域の皆さんにいろいろな目的で活用していただけるよう「地域交流ス
ペース」を設置しています。

☆なぜ、喫茶をはじめようと思われたのですか？
　地域の皆さんにトムハウスや通ってくる仲間のことをよく知ってもらい、交流を
深めていくためにどのようなことができるのかを、通ってくる仲間を含め皆で考え
た結果、喫茶を開設することになりました。

☆今年の4月23日から喫茶コーナーをはじめ、2ヶ月が経過しましたが、
　はじめてみての感想はいかがですか。
　まだ、喫茶コーナーでの作業に慣れるまで、もう少し時間が必要なこともあり、
充分に地域の皆さんにお知らせできていないのですが、障がいをもった仲間同士
の交流の場としての活用は進んでおり、これから皆さんに知っていただきたいと
思います。

☆喫茶コーナーの一番の特徴は何ですか？
　コーヒー豆は、南区内にある広島市内の多くのカフェでも買い求められている
専門店で購入しています。そのコーヒー豆で淹れた美味しいコーヒーが一杯200
円と、とても安く飲めることが一番の特徴です。

☆これからの展望などがあれば、教えてください。
　これから地域の人たちに、どんどん地域交流スペースを活用していただきたい
と思っています。それを通してトムハウスやトムハウスの仲間のことをよく知って
いただき、何かに一緒に取り組んでいけるようになりたいと思っています。

　広島市手をつなぐ育成会　南区支部では、同会の子
ども達、お母さん達が楽しく充実した夏休みを過ごすこ
とができるよう「南区サマース
クール」を計画しています。
　「南区サマースクール」で子ど
も達と遊んでくれるボランティア
を募集します。定員などのことが
ありますので、関心のある人・参加
希望の人、先ずは南区ボランティ
アセンターまでご連絡ください。

←出汐
2号線

〒
●

●

●

トムハウス

ファミリー
マート

フレスタ
大洲中学校

東雲中学校

向洋→

日　時 内　容 会　場

7月21日（土）
10:00～12:00 音楽で遊ぼう 出島福祉センター

7月25日（水）
10:00～13:00

クッキング
「かんたんピザづくり」 出島福祉センター

7月28日（土）
9:30～15:30

カレークッキングと
プールを楽しむ

出島福祉センター
出島屋内プール

7月30日（月）
9:30～11:30 トランポリンで遊ぼう！ 広島市心身障害者

福祉センター

8月1日（水）
10:00～12:00 スナックゴルフ体験 南区スポーツセンター

8月3日（金）
10:00～12:00 和太鼓演奏体験 アステールプラザ

小音楽室

8月10日（金）
10:00～12:00

工作
「壁飾りを作ろう！！」 南区役所別館

8月17日（金）
10:00～12:00

クッキング
「うどんを作ろう」 出島福祉センター

8月24日（金）
10:00～12:00 体を動かして遊ぼう！！ 出島福祉センター

子ども達と遊ぼう！！

南区社協・福祉だより 平成24年夏号（4）第86号



広島市南区社会福祉広島市南区社会福祉
平成24年度

2．ささえる （一人ひとりの暮らしをささえよう）2．ささえる （一人ひとりの暮らしをささえよう）
ア．総合的な相談・援助機能の充実と強化
　自立支援総合相談援助事業推進のため、民生委員、地域包括支援センター、福祉施設や行政機関との有機的
な連携を図ります。また、生活福祉資金貸付制度の利用促進を、利用者の立場に立った生活圏域での総合的な
相談事業として、ハローワークや福祉事務所との連携のもと一層推進していきます。

▲黄金山で運行されている乗り合いタクシー

3．ひろめる （ささえあいの輪を広げよう）3．ひろめる （ささえあいの輪を広げよう）
ア．ボランティア活動、住民参加活動の推進
　住民のボランティア活動やまちづくり活動への関心の高まりに応え、住民参加を推進するため、区ボランティアセン
ターを主体とし、地区ボランティアバンクの活動を支援し、地域の拡がりに応じたボランティア活動の推進に努めます。
また、福祉について学び・体験する機会を「やさしさ発見プログラム事業」を通し、地区社協及び小学校・中学校・高
等学校などに広め、生涯学習・教育の場での福祉教育の推進に努めます。

4．ととのえる （活動を支える仕組みを整えます）4．ととのえる （活動を支える仕組みを整えます）
ア．区社協組織の体制強化
　区社協事業の円滑な推進を目的とした自主財源確保に向けて、共同募金への主体的な協力とともに会員制度｢賛助
会費｣増額にも積極的に取り組みます。また最終年度となる「南区地域福祉活動第５次５か年計画」の実施のために、
地区社協・福祉関係団体・施設・地域包括支援センターや行政機関との連携をより一層深めながら推進します。
　また、指定管理者として「南区地域福祉センター」「広島市宇品老人いこいの家」「広島市東雲老人福祉センター」
のより一層の利用促進に努めます。

1．たすけあう （安全・安心豊かに暮らせる地域をつくろう)1．たすけあう （安全・安心豊かに暮らせる地域をつくろう)
ア．地区社協の福祉推進機能の強化・育成
　小地域福祉活動を推進するため｢新・福祉のまちづくり総合推進事業｣の小地域における見守り・支えあい活動（近
隣ミニネットワークづくり推進事業）、地域住民のふれあいの場づくり（ふれあい・いきいきサロン設置推進事業）、
地域住民の参加・支えあい活動(地区ボランティアバンク活動推進事業)、｢福祉のまちづくりプラン策定事業｣を従来
どおり推進するとともに、本年度で最終年度となる「地区社協活動拠点整備事業」にも積極的に取り組みます。
　プラン及び拠点目標（最終年次）：プラン：６地区、拠点：新規２地区
　また、地区社協域での車椅子ステーションを目指し、より一層の拠点整備にも取り組みます。

イ．当事者・家族の自立支援
　福祉サービス利用者をはじめ支援を必要とする人びとや、家族への福祉情報の提供や相談体制を強化し、当事者・
家族が地域で孤立することなく自立した生活を送ることができる体制づくりに努めるとともに、ともすれば地域で孤
立しがちな障害者、ひとり親家庭、介護者家族などの仲間づくりと地域参加の場づくりを推進し、区内の共同作業所
を支援します。

日 　 時：毎月第3土曜日　9：30～10：30
会 　 場：向洋本町会館（広島市南区向洋本町12-1）

青崎地区社協「朝市」「寄ってらっしゃい！！ しゃべってらっしゃい！！」

わたしのまちの 地（学）区社協わたしのまちの 地（学）区社協
　広島市域では、概ね小学校区の範囲で地（学）区社会福祉協議会（以下、地（学）区社協）が組織されています。南区
には16の地（学）区社協があり、それぞれ住民の皆さんが安心・安全に暮らしていくことができるまちづくりのため
の取組みを進められています。その（学）区社協の取組みを紹介していきたいと思います。

黄金山地区社協「地域で支える皆の乗り合いタクシー」

　ふれあい・いきいきサロン「朝市」は、地区内に気軽に男性が集える場を作りたいと、平成22年度に立ち上がりました。
　来られる人に積極的に関わっていただきたいと、参加される人の役割を予め決めることはしていません。しかし、皆さん、
できる範囲のことで何かお手伝いをされており、活気に溢れています。
　販売している野菜やお花などの仕入れは、青崎地区で栽培されている人や広島市内で栽培されている人、農協などに協
力をしていただいています。新鮮な野菜を新鮮なうちに買い求められる
こともあり、大変人気になっています。
　また、野菜などの販売だけでなく、喫茶コーナーを設けたり、地域の小
学生が描いた絵の展示会をしたりと、幅広く地域の皆さんに参加してい
ただき、地域の皆さんの交流を深めていくための工夫をされています。
　その甲斐あってか、お伺いさせていただいた当日は雨だったにも関わ
らず、多くの人が参加され、思い思いに買い物をしたり、コーヒーを飲ん
だり、おしゃべりをしたり、絵を観たりして楽しく交流を深めていました。
　参加者の皆さんも「これからも地域の皆さんが交流を深め、地域を活
性化させていくため、展示コーナーを充実させていきたい」、「気軽に参
加できるサロンとして長く続けていきたい」、「サロンをきっかけに、地域
の交流の輪が広がった」などと話されていました。
　また、「まだまだ2周年、これからも無理のない範囲で頑張っていかん
とね」と話される人も多く、これからの取り組みも楽しんで続けていって
いただけるのではないでしょうか。

　広島県共同募金会では、平成22年より地域で起きている新しい課題、タイムリーな課題、地域住民が立ち上がって
地域の課題を解決しようとする取り組みなどを、地域の人をはじめ世の中の人の賛同を得てみんなで応援していくた
め「地域テーマ募金」などの取り組みを進めています。
　「地域テーマ募金」は、申請する団体が金額を定めて申請します。団体が集めた募金額に応じて広島県共同募金会
から「ギフト」の募金が上乗せでもらえ、申請額の1／2以上の額を募金で集めることができれば、申請額満額の交付
を受けることができます。
　平成23年度、南区内では黄金山地区社会福祉協議会は、同地区で運行している乗り合いタクシーの運営を支援す
るため「地域テーマ募金」を申請し、募金活動に取り組みました。
　黄金山地区を中心に精力的に取り組みを進められた結果、申請額であった
100万円を上回る1，007，765円もの募金が集まりました。5月31日に募金
の交付を受け、数年先まで乗り合いタクシーを運行させる目途が立ちました。
　同地区社協の利田会長も、「誰もが安心して暮らせる地区を目指す皆の思い
が結実した」と話されています。
　地域の皆さんの力を合わせれば、すごい力になるんだと改めて感じることが
できました。

▼雨にもかかわらず大盛況でした

▲絵の展示も大人気です
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ぶ ら り 、 ふ れ あ い サ ロ ン
　現在、南区には77のふれあい・いきいきサロンがあり、地域のふれあいの場づくりを進めています。そんな
区内の様々なサロンの取り組みの様子を紹介していきたいと思います。



～ご提供いただきたいもの～
　せっけん、タオル、食器、日用雑貨、食料品など（食料品は、ボラ
ンティアフェスティバル開催日以降1ヶ月以上の賞味期限があ
るものに限る）で、未使用のものを！衣料品はご遠慮させていた
だきます。
　また、ご提供に際しましては、誠に恐れ入りますが、下記までお
持込をお願いいたします。

　平成24年10月14日 (日 )に、第13回南区ボランティア
フェスティバルを開催します。
　ご家庭に以下のような遊休品がありましたら、バザー物品とし
てご提供をお願いいたします。

〈提供先〉
〒734-8523 広島市南区皆実1-4-46
南区地域福祉センター内
南区社会福祉協議会
Tel（082）251-0525　Fax（082）256-0990

問い合わせ：広島市南区皆実町1-4-46　　TEL251-0525
参加対象：高校生・大学生・専門学校生などの25歳までの方
参 加 費：280円（ボランティア活動保険代）
定　　員：先着20名（定員になり次第締め切ります）

障がいのある人の自立と社会参加を支援し、安心して豊かに暮ら
せるまちづくりを目指す知的障がい児・者の保護者の会です。南区支部の活動では、主に南区にお住まいの人を中心として親子
で参加できる楽しいレクリエーションや研修会、施設見学等の楽しい企画を数多く行なっています。

8／8水10：00～16：00
　◎オリエンテーション
　◎広島市手をつなぐ育成会南区支部のみなさんとのバスハイク
　　「龍頭峡でバーベキューと水遊びを楽しもう！」

８／10金10：00～16：30
　◎知的障がい疑似体験「あび王国へようこそ」
　◎講演「子ども達の様子や遊びについて」
　◎まとめ「子ども達と楽しめるプログラムを作ろう！！」

＊11月下旬に、広島市手をつなぐ育成会南区支部の子ども達との
　楽しいふれあいのプログラムも予定しています。

「広島市手をつなぐ育成会 南区支部」とは

▲龍頭峡でバーベキューと水遊び
（昨年の実施より）
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プ ロ グ ラ ム

8月8日水・10日金
※時間は日にちによ

って異なります。

と　　き

と こ ろと こ ろ
南区地域福祉センター4階大会議室
「龍頭峡  交流の森」
南区地域福祉センター4階大会議室
「龍頭峡  交流の森」

参加者募集中！！

愛 の 灯 火
　いつもご寄付のほどありがとうございます。皆さま
からお預かりしたご寄付は、南区の地域福祉の推進の
ために有効に活用させていただきます。

いつもご寄付に
ご協力いただきまして
誠にありがとうございます。
　皆様から頂きましたご寄付は、南区の地域福祉活
動の推進に役立てていきますので、今後ともご寄
付にご協力のほどよろしくお願いします。
●物品は、古切手・アルミ缶・車いすなど。（バスカー
ドの受付は終了しました。）
●金銭は、祝い返し・香典返し・各種募金・チャリ
ティーバザーやコンサートの収益金など。
　また、社会福祉法人に寄付された場合、寄附金控
除の対象となります。寄付を希望される場合は直接
南区地域福祉センターに持参下さい。

「主な自主財源の事業」
◎地域福祉活動推進事業
　・地区（学区）社協活動の援助（いきいきサロン活動費等）
◎ボランティア活動推進事業
　・ボランティアセンターの運営
◎心配ごと相談事業
◎福祉事業
　・老人福祉事業　
　・児童福祉事業
　・障害児（者）福祉事業
◎広報事業

●お申し込み ・ お問い合わせ
　社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会
　☎251-0525

今年も広島駅南口にて、
荒神町小学校の児童の皆さんと、地区社協役員さんで街頭募集を行いました。

寄附受付期間3月8日～6月12日
●寄附金
広島青崎郵便局 様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
ともしび会 様

●寄付物品
北野 太則 様（宇品東）
広島青崎郵便局 様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
光清学園 成人部 様 (出汐 )
広島宇品本通郵便局　様
（南区内各郵便局ご利用のお客様より）
岡田 憲明 様・平川 加恵子 様
（東本浦・北大河）
甲藤 義弘 様（山城町）
星出 キミ子 様（宇品西）
松延 壽恵子 様・元村 操 様
（丹那ハイツ）
東霞町内会・東霞シニアクラブ 様
川島 好晴 様（仁保）
フジ工業（株） 様（仁保）

バザー物品の
ご提供をお願いします
バザー物品の
ご提供をお願いします

今年も共同募金へ
ご協力くださいまして
ありがとうございました

今年も共同募金へ
ご協力くださいまして
ありがとうございました

平成23年度実績額（平成24年3月31日現在）

9，086，212円集まりました！
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至宇品
県病院

産業会館

至己斐

南
区
役
所
バ
ス
停

南
区
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
南
区
役
所
別
館
）３
Ｆ

皆実町

至海田

南区役所

国道2号線（バイパス）

南区区役所
電停

至
紙
屋
町

京
橋
川

南区社協・福祉だより平成24年夏号（6） 第86号

〔編集・発行〕
社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会
広島市南区皆実町一丁目4-46 南区地域福祉センター内
TEL251-0525・251-0505　FAX256-0990
E-mail : minami@shakyohiroshima-city.or.jp

南区社協・福祉だより 平成24年夏号（1）第86号

この広報紙は
共同募金の財源により作成いたしました。


