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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 

現行の障害者自立支援法から、『障害者総合支援法』へと障害者の制度が変わります。障害

者総合支援法へと変わることで、障がいのある方やその家族の生活にどんな変化があるの

か、また、予想される課題について学んでみませんか？ 

 

日 時： 平成２４年９月１３日（木）１４：００～１６：００ 

会 場： 安佐南区総合福祉センター ６階 会議室１・２・３ 

     （安佐南区中須一丁目３８番１３号） 

内 容： 『障害者総合支援法について』 

      講師：広島国際学院大学 准教授  藤本 風明 氏  

対 象： 原則、安佐南区在住で障害者総合支援法に関心のある方 

参加費： 無料        

定 員： ５０人  

締 切： 平成２４年９月６日（木）※定員になり次第しめきります。 

その他： 手話通訳・要約筆記が必要な方は事前にお申し出ください（予定） 

 

問合せ・申し込み 

安佐南区社会福祉協議会 

ＴＥＬ ８３１－５０１１ 

                   ＦＡＸ ８３１－５０１３ 

 

≪お願い≫ 講演会にお越しの際は、公共交通機関ご利用をください 



  

 

 

 

 

 

2011年 3月 11日 14時 26分 東日本大震災。 

今回、改めて私たちのメンバーは、大切なご家族、友人、ふるさと、思い出、平安な日常生活のすべてを失な

われた方々に、心からお見舞いを申しあげます。 

私たちは、震災後、「この広島で、私たちにできることは何だろう？」と自分自身に問いかけ、そして仲間と共に

真剣に考えました。 

昨年度の研修会では、実際に被災地に行きボランティアとして活動された方から、貴重な体験談を聞かせても

らい、 その中で私たちは、日頃からのつながりづくりの大切さと、広島から被災地の人たちを想い続ける気持ち

を新たにし、そして、私たちのまちの防災についても考えるようになりました。 その思いは、ボランティアまつりや

ボランティア交流会、そして今回の研修会をとおして一歩ずつ前進しようとしています。 

24 年度ボランティア連絡会がスタートしました。 7 月の研修会では、「私たちのまち“安佐南区”の防災につい

て」 を、安佐南消防署警防課の職員さんを講師にお迎えし、学び合う機会をもちました。 

見たことはあるが、じつは詳細は知らないままだった“ハザードマップ”のわかりやすい説明。身近なものがい

ざという時にこんな風に役立つんだ！という目からうろこであった防災用品の紹介。 知っているようで知らない備

蓄食品の試食。 私たちは、「自らの生命・財産を守ること “自助”」について学びました。 

さて、この研修会には、地域のボランティアバンク等で活動されている地区社会福祉協議会の地域福祉推進

委員さんたちにも参加を呼びかけ、一緒に学び、新たなつながりづくりを行うことができました。 それが、じつは

「地域で協力し、共に支え合うこと“共助”」について考えるスタートになりました。 

仲間と共に学べるすばらしいチャンスを頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。皆さん、これからも共に一歩ずつ

前進していきましょう。                         

 

 

 

 

 

 

 

非常持出しグッズ（充電器付ライト他）  ５年間の長期保存が出来ます    安佐南消防署職員さんのお話 

 

 

 

 

 

 

非常持ち出しグッズ（救急キット・ラジオ）  非常食になります（美味しい❤）   自分の住む地域ごとに情報交換 

ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 会 研 修 会

 

   を終えて 

      安佐南区ボランティア連絡会 代表 坂本 牧子 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募資格：ボランティア活動を目的とした団体・グループ 

      学生・若者のボランティア活動も積極的に支援します 

（申込には社協もしくは共同募金会の推薦を必ず受けてください。但しＨ21年度（第 16回以降） 

に当財団の助成をうけた団体は本年度の応募資格はありません） 

対象活動：特に在宅高齢者、障がい児・者、児童問題等に対するボランティア活動 

助 成 金：上限額 30万円（1団体あたり）総額 1,500万円（上限 1,800万円） 

応募期間：平成 24年 8月 1日～平成 24年 9月 15日（当日消印有効） 

対象期間：平成 25年 1月～12月の活動に対して助成 

応募方法：所定の申込書を財団事務局あてにご郵送ください 

     申込書は原本（1部）・コピー（1部）合計 2部必要（申込書以外の資料添付は認めず。） 

請求方法：財団ホームページ（http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index. html）よりダウンロード可能 

必要な場合は、財団事務局までご請求ください 

送 付 先：公益財団法人 大和証券福祉財団事務局 

      〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル 

      ＴＥＬ 03-5555-4640    ＦＡＸ 03-5202-2014 

そ の 他： 助成決定は平成 24年 12月上旬に代表者あてに文書にて通知します 

助成金贈呈は平成 25年 1月～3月中旬までに贈呈 

       平成 26年 1月末日迄に助成金使途報告書を提出していただきます 

＊詳しくは広島市社会福祉協議会ホームぺージ（http://shakyo-hiroshima.jp/）をご覧ください。 

ボランティア活動の紹介や体験などを通して、ボランティア活動やボランティアセンターを知り 

地域住民やボランティアの支えあいによる福祉のまちづくりを進めていきましょう！ 

テーマ： 「ふみだそう！ みんなつながる  第一歩」 

 日  時 ：1０月２８日（日）1０:００～１５:００ 

場  所 ：安佐南区総合福祉センター 

♡当日のお手伝い  

時 間 帯： ＡＭ・ＰＭ・１日（９：００～１６：００） 

＊活動時間は相談に応じます 

活動内容：各コーナー等のお手伝い 他（詳細未定） 

♡事 前 準 備 

 会場を彩る飾りづくり（天井飾りや、案内表示板等の作成など） 

① ９月 ４日（火） １３：３０～１６：００ 

② ９月２６日（水） １０：００～１６：００ 

場 所：安佐南区総合福祉センター ５階 ボランティア研修室 

連絡先：安佐南区社会福祉協議会  ＴＥＬ ８３１－５０１１ 

  

 

都合の良い時間だけの参加

もＯＫです！一緒に楽しく

お喋りしながら飾りを作り

ましょう！ 

◆ボランティアまつりでの事前準備・当日お手伝いを募集しています◆ 

 

公益財団法人 大和証券福祉財団 平成 24年度（第 19回）ボランティア活動助成 

 

http://shakyo-hiroshima.jp/


 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ご高齢の方や障がいのある方をモデルとして、ウエディングドレスや振袖などの衣装  

を身に着けて行うトータルビューティーファッションショーです。おしゃれの夢を叶え

ます。プロの美容師や会員がボランティアで、ヘアー・メイク・着付けを担当し、美し

く変身された 50 名のモデルさんと心ときめく、素敵な笑顔を共有できるファッション

セラピーを目的としています。 

 日  程：平成 24 年 9 月 17 日（祝・月） １３：００～ （開演） 

 会  場：広島市社会福祉センター2 階 ホール 

 参加対象：どなたでもご鑑賞ください 

 参加費用：鑑賞チケット 500 円 

申込・問合せ ：ファッションセラピーの会ヒロシマ ビューティーイトー内 

         ＴＥＬ ２９３－１４７１  

        ：広島市 ボランティア情報センター  

ＴＥＬ ５４４－３３９９ 

 

安佐みなみです❤ 

今回は、ボランティア募集や 

お出かけ情報がありますよ 

よ！ 

第 4回 ヘアー＆ふれあいファッションショー 

第 21回どんぐりまつりボランティア募集！ 

 地域のみなさまと利用者・家族・職員との交流ができ

る機会を作ろうとお祭りを開催します。 

お祭り当日、一緒にお祭りを盛り上げてくれるボラン

ティアさんを募集します。ボランティア活動が初めてと

いう方も大歓迎です。一緒に楽しみましょう 

日  時  ： 平成 24年 10 月 21 日（日） 

開催時間  ： １０：００～１４：００ 

活動予定時間   

9:00～       活動説明/担当コーナーの準備 

10:00～14:00   各コーナーでのお手伝い 

1４:00～1６:00  片付け 

場 所 ： 広島どんぐり作業所及びどんぐり学園 

    （ 安佐南区大塚西 3 丁目８－１） 

活動内容：屋台での販売、 

会場設営等の運営補助 

募集人数：10 人位（10月 3 日締切） 

連 絡 先 : 安佐南区社会福祉協議会  

ＴＥＬ 831-5011 

 

 

どんぐりまつり 

遊休品の提供をお願いします！  

参加された方が楽しんで頂けるよう、恒例のビ

ンゴ大会やたくさんの屋台を行います。 

そこで、バザー販売の物品や企画の景品として遊

休品などありましたらご提供をお願いします。 

（バザーの収益は、義援金として東日本大震災で

被災された福祉施設に送ります。） 

♢提供をお願いするもの 

日用雑貨、古本、食品、その他（衣類・食器は使

用していない物、食品は賞味期限内） 

♢収集期間 10月 5日(金)まで（土・日・祝日休） 

♢物品を取りに伺うこともできますので、気軽に 

ご連絡ください。 

 

連絡先: 社会福祉法人 希望の丘 

         （担当 木村さん） 

ＴＥＬ:848-1036  ＦＡＸ：848-5924 

 

878-1036 

 

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。安佐南区総合福祉センターへおこしの際は、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 3 駐車場のご利用をお願いします。 




