
～地区社協の拠点が増えました～～地区社協の拠点が増えました～

ボランティア、ちょっとのやる気と好奇心！ボランティア、ちょっとのやる気と好奇心！

申し込み・問い合わせ

TEL：（082）263-8443　FAX：（082）264-9254

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会／
東区ボランティアセンター
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34
　　　　　  東区総合福祉センター内（4階）
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この広報紙は赤い羽根共同募金の 配分金により作成しました。4

ボランティア募集・講座・イベント情報などの新着情報はホームページをご覧ください。
アドレス http://www.shakyo-hiroshima.jp/higashi/

「東区ボランティアセンター登録グループ」一覧「東区ボランティアセンター登録グループ」一覧

※上記以外にも個別のボランティア、イベント支援ボランティアなどいろいろな活動があります。詳細についてはお問い合わせください。

　「中山集会所」周辺は
古くからの居住者が多
く、集会所には老人クラ
ブのメンバーが集う部
屋や町内会連合会の連
絡ボックスもあり、地域

に密着した寄り合い所となっています。
　中山地区社協は、この2階の一部を中山福祉セン
ターに次ぐ第二の拠点として平成２４年度に整備
し、平成25年度は当面、火曜日の9時～15時にサロ
ンを開所する予定です。誰もがフランクに立ち寄れ
る場にしたい、特に地域住民との関係が希薄になり
がちな男性が気軽に集える環境づくりに力を入れ
たいと思いは膨らみ、すでに碁盤や将棋セットから
花札や麻雀セットまで取り揃え、着々と準備が整っ
てきています。古くからの団地も多く、高齢化の進
行による生活のしづらさを抱えながらの暮らしを
地域がどう支えていくか…、最後は地域でまとまら
ないと…。そのためにもいろんな人が出入りできる
拠点が必要だと力強く語ってくださいました。

　尾長地区社協は、これまでの拠点だった「あいあ
いプラザ」を第二の拠点として残しつつ、主な拠点
機能を平成25年2月から「尾長学区集会所」の３階
に移しました。
　すでに実施している週2回の困りごと相談（月・
木曜日10時～12時）に加え、将来的には、高齢者等
の安心見守りネットワーク活動の要となる拠点とし
て、また、ボランティア活動の相談・調整機能もあわ
せもったコントロールセンターとしての構想を描
いておられます。
　「あいあいプラザ」は他団体との共同使用で、地
区社協として固定した場所がなかったけれど、今後
は、行けば誰かがいて、そこに人が集まり交流でき
る場としての体制を整え、地域福祉活動を次の世
代へつなげていけたら…、「待ち合わせ場所」、「打
ち合わせ場所」として気軽に利用していく中で、井
戸端会議的なサロンにも
なれば…と夢は無限に広
がります。

中山地区社協 尾長地区社協

　ハード面（場所）が整い、そこに自然と住民が集まり交流が生まれるようなワクワクする場所にしていく
ためにも、地区社協の取り組みを理解して、ともに活動してくださる人が必要になってきます。
　自分たちの地域を自分たちの手で盛り立てていきたいという方はぜひ東区社協までご連絡ください。

　ボランティアは経験や資格がなくても、ちょっとのやる気と「何かしてみたいけど･･･」という好奇心があれば大丈
夫！ まずは、ご自分に合うボランティアをボランティアコーディネーターと一緒に探してみませんか。「ボランティアを
してほしい」というご相談もお受けいたします。　

定例会・活動場所等活動内容
ひまわり会
牛田新町女性会長生園訪問グループ
寿老園訪問グループ
東区録音ボランティアグループ
音訳ボランティア  そよ風の会
点訳サークル スターシックス

手話サークル ほおずき
手話サークル ゆびの輪
手話サークル つくしんぼ
手話サークル おやゆびひめ
手話サークル Ｗａ
手話サークル 火曜たんぽぽ
手話サークル 金曜たんぽぽ
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手話学習会  イーストハンズ
広島市要約筆記サークル
おりづる東支部
手芸ボランティア
ハートフルボランティアとりの巣

ボランティアサロン「パソコン道場」
JR広島鉄道病院ボランティアグループ「スマイル」

あおぞら

やまびこ

温品福祉ボランティア“ぬくもり”

戸坂ボランティア虹

こぶしの会

東区タイムボランティア ふれあい

東区男性ボランティア東男（あずまおとこ）

一人暮らし高齢者との交流
神田山長生園入所者との交流
寿老園入所者への支援活動

尾長学区集会所
神田山長生園
寿老園
東区総合福祉センター
牛田公民館
東区総合福祉センター
牛田公民館
牛田公民館
二葉公民館
戸坂公民館
温品公民館
心身障害者福祉センター
心身障害者福祉センター
東区総合福祉センター

中山福祉センター
東区総合福祉センター

寿老園、広島鉄道病院
東区総合福祉センターなど
東区総合福祉センター
広島鉄道病院

上温品地区

温品学区

戸坂学区

馬木地区

東区内

東区総合福祉センター

中山福祉センター

お店の看板娘さんたちで大賑わいでした。
（模擬店・自主製品販売コーナー）

福祉体験コーナー初参加の音訳体験では、
自分の声を録音して聞いてみました。

比治山大学HECのダンスパフォーマンス！
司会＆音響スタッフとしても大活躍！

地域の福祉活動支援
　・高齢者との交流、援助
　・子育て支援活動
　・障害者との交流、援助
　・登下校の見守り
　・ボランティア一センター開設　など

聴覚障害者の情報保障のための要約筆記
及び要約筆記者の養成
はぐくみの里支援,バザー製品（手芸品）の制作
精神障害者への支援活動

高齢者、障害者、初心者などへのパソコン指導
外来受付案内、介助、美化活動、行事支援など
大型紙芝居・ゲームなどの制作及び子育て支援や
高齢者施設での交流

地域の福祉活動支援
・高齢者との交流、援助など
高齢者、障害児者、乳幼児などへの
緊急対応型ボランティア

車いすメンテナンスなど

視覚障害者への録音テープ・CD作り

点訳・点訳技術の学習、視覚障害者への理解

手話学習・普及

聴覚障害者への理解

＜ボランティア相談  平日：午前９時15分～午後４時＞

　3月24日（日）、東区総合福祉セ
ンター３階・４階で、東区福祉団体
イベント「ちゃいちゃいまつり」を
開催しました。東区内のボラン
ティア・障害児者団体・施設が一体
となり、ステージ・出店・遊び・福祉
体験・東北応援コーナーなど、内
容盛りだくさん！
　笑顔の花が咲いた、活気のある
おまつりとなり、交流の輪が広ま
りました。たくさんのご来場あり
がとうございました♪

ちゃいちゃいまつりちゃいちゃいまつり
～笑顔の花を咲かせんちゃい～～笑顔の花を咲かせんちゃい～

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！
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個人会員

一口　1,000円 一口　3,000円
団体会員（法人外） 団体会員（法人）

何口でもご加入いただけます。

郵便振替口座 01380-6-77585
社会福祉法人
広島市東区社会福祉協議会

団体（法人外） 広島シニアライオンズクラブ　たんぽぽ会（中山）

・地域福祉推進第６次５か年計画に基づく事業の
 推進
・賛助会員の拡大等
・福祉のまちづくりプラン策定への支援
・地区社協拠点整備への支援

地域福祉推進体制の強化

・近隣ミニネットワークづくり推進事業
・ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
・地区ボランティアバンク活動推進事業

新・福祉のまちづくり総合推進事業

・ボランティア講座および研修会の実施
・ボランティア相談および活動調整
・ボランティア活動器材の整備、貸出等
・学校、地区社協等の福祉体験学習
 （やさしさ発見プログラム）への協力
・青少年福祉活動体験事業の実施

ボランティア活動・福祉教育の推進

・在宅介護者の集いの開催支援
・車いすの貸出

高齢者福祉事業

・ちびっこ広場の安全管理
・子育て支援等

児童福祉事業

・障害児者の社会参加の場づくり・仲間づくり
・作業所等のイベント等への支援
・障害児者団体活動援助等

障害児者福祉事業

・総合相談事業
・福祉サービス利用援助事業の推進
・各種貸付事業
・東区社協ふくしだより等の発行

相談・広報・貸付事業

・障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
・東区地域福祉センターの指定管理
・温品、戸坂、中山福祉センターの指定管理

受託事業・指定管理事業

賛助会員を募集しています！
東区社会福祉協議会では、ともに暮らせる福祉のまちづくりをめざし地域福祉活動を推進しています。
昨年度、平成２4年４月１日～平成２5年３月29日の入金状況781,880円
安定した財源確保に向け、引き続き賛助会員を募集しておりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

賛助会員ご入会ありがとうございます賛助会員ご入会ありがとうございます 平成24年12月22日～平成25年
3月29日現在（敬称略）

平成25年度主要事業

平成25年度収支予算

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

平成25年度事業計画・収支予算

収入の部

支出の部 計126,512,000円

計126,512,000円

会費収入
　1,288,000円 1.0%
寄付金収入
64,000円 0.1%

市社協補助金収入
56,545,000円
　　　　44.7%

受託金収入
59,379,000円
　　　　　46.9%

助成金収入
500,000円 0.4%

雑収入
   800,000円 0.6%

前期末支払資金残高 
5,277,000円 4.2%
経理区分間繰入金収入
2,658,000円 2.1%
受取利息配当金収入
　　1,000円 0.0%

法人運営事業
46,521,000円
　　　36.8%

受託事業・指定管理事業
59,379,000円
　　　46.9% 企画・広報事業

　751,000円 0.6%
地区社協育成事業
7,238,000円 5.7%
研修・会議事業
　219,000円 0.2%

福祉推進事業
　961,000円 0.8%

部会・委員会事業 143,000円 0.1%
ボランティアセンター活動事業
                   4,428,000円 3.5%

共同募金配分金事業  712,000円 0.6%
相談援助事業　　　 153,000円 0.1%
貸付事務事業　　 2,183,000円 1.7%

予備費
3,824,000円 3.0%

　地域で生活している人々や家族の関係性はますます希薄化し、孤独、孤立、

虐待、いじめ、介護放棄などが社会問題として、深刻度を増してきています。こ

のような中、区内の幅広い組織や機関・団体・施設などが相互に連携し、それ

ぞれの役割・機能が発揮できるようネットワークづくりの推進に努め、住民の

ニーズ、地域性に即した地域福祉活動を展開します。

一口　10,000円

個　人 馬木地区
温品学区
東浄学区
中山地区

奥田　昭彦
小谷　秀幸
萩原　　眞
小坂　典子

牛田学区

戸坂学区

木原　政弘
碓井智紗子
武本　克彦
村田　耕治

その他 小室　信也　　久保　定章
上田久仁子

「地域福祉推進第６次５か年計画」の
実施初年度です！

理　念 体　系

第5次5か年計画期間が終了し、その振り返りや現在の時代背景等を基に、新たに第6次5か年計画を策定しました。平成25年度から実施して参ります。

　地域で安心して暮らせるために、住民一人ひとりが主役と
なった「ささえあいのまち」をつくること。
スローガン：「みんなでつくる　ささえあいのまち」

（1）小地域福祉活動の推進
（2）福祉教育の推進
（3）たすけあう活動の推進と発信

基本目標
１ 福祉のまちづくりをすすめます。
２ 福祉活動への住民参加をすすめます。
３ その人らしい暮らしを支援します。
４ 住民の福祉ニーズ把握と課題解決の仕組みをつくります。
５ 活動を円滑に推進するための組織活動基盤づくりを図り
　ます。
５つの基本目標の実現を目指して、各種団体との連携・協力
体制づくりをすすめます。

第1の柱  《つながる・たすけあう》　

たすけあいの
まちをつくろう

（1）相談援助機能の強化
（2）権利擁護の推進
（3）支えあいの輪づくりの支援
（4）新たな地域の仕組みづくりの推進

第2の柱  《うけとめる・つなぐ》　

一人ひとりの
暮らしを
ささえよう

（1）区社協独自事業の推進
（2）安定した財源の確保

第3の柱  《深める・高める》　
東区の地域特性を
反映した独自事業を

推進します

企業の社会貢献活動企業の社会貢献活動 ～にしき堂編～

　「お菓子を食べるのは家族や友だちとの団らんのとき。お菓子を食べるときにケンカにはならない。菓子屋
になって本当によかった」と、株式会社にしき堂の代表取締役社長　大谷 博国 氏は語られます。
　昭和26年に広島市内で創業以来、今もなお皆さんに愛され続けるお菓子を作っており、「広島という“ま
ち”を大切にしたい」という信念のもと、広島以外には出店せず、“広島にしかないお菓子を作っていきたい”
という地元密着型のその姿勢が、様々な社会貢献活動にもつながっています。
　平成23年3月11日、今でも忘れられない東日本大震災。震災３か月後に被災地に出向き、その現状を目の当
たりにしたそうです。「いろいろな思いを抱え、被災地で生活をしている人たちの潤いになれば」と、被災地へ
お菓子を送る活動を始めて、今でも学生ボランティアが被災地支援に行く際のお菓子の提供などを続けられ
ています。
　この他にも、市内の中学・高等学校の文化祭、いろいろな団体の活動やイベントへの協力をされています。
平成19年度以来、当会のイベントにももみじ饅頭を提供していただいており、3/24（日）に開催した東区福祉
団体イベント「ちゃいちゃいまつり」で福祉体験コーナーの景品として使わせていただきました。また昨年度
は、東北応援コーナーの募金で被災地のサロンへ寄付するお菓子を購入する際にも、募金総額以上のお菓子
を寄贈いただきました。
　今後の展望について伺うと、「いつまでもお菓子が楽しいもので
あり続けるように、いろいろな工夫や場の提供を考えていきたい。お
菓子を通して笑顔になる人が増えれば」と優しい笑顔で話されます。
　広島で92年振りに開催される「第26回 ひろしま菓子博2013」
〈4/19（金）～5/12（日）〉。被災地の菓子店も多数参加されることに
なり、少しでも復興の力になればとの思いも秘めながら準備を進め
ておられます。
　お菓子を通じて笑顔をつなげていく活動は今後も続きます。

実施期間
平成２５年度～平成２９年度

ご寄付ありがとうございました
寄付者（香典返しにかえて）
馬木地区　寺西智恵子様

東区ボランティアセンターからのお知らせ ーボランティアグループロッカーの利用についてー
　平成25年4月1日より、東区ボランティアセンターのボランティアグループロッカー利用規程ができました。活動に
必要な物品を置くためにグループロッカーを利用したいというグループはご相談ください。東区地域福祉センターを
利用している福祉目的内団体であることや月1回程度の施設利用があるなどの条件がありますので、詳しくはお問い
合わせください。

『“笑顔”を作るお菓子を届けて』

大谷社長と従業員の皆さん
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個人会員
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・近隣ミニネットワークづくり推進事業
・ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
・地区ボランティアバンク活動推進事業

新・福祉のまちづくり総合推進事業

・ボランティア講座および研修会の実施
・ボランティア相談および活動調整
・ボランティア活動器材の整備、貸出等
・学校、地区社協等の福祉体験学習
 （やさしさ発見プログラム）への協力
・青少年福祉活動体験事業の実施

ボランティア活動・福祉教育の推進

・在宅介護者の集いの開催支援
・車いすの貸出

高齢者福祉事業

・ちびっこ広場の安全管理
・子育て支援等

児童福祉事業

・障害児者の社会参加の場づくり・仲間づくり
・作業所等のイベント等への支援
・障害児者団体活動援助等

障害児者福祉事業

・総合相談事業
・福祉サービス利用援助事業の推進
・各種貸付事業
・東区社協ふくしだより等の発行

相談・広報・貸付事業

・障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
・東区地域福祉センターの指定管理
・温品、戸坂、中山福祉センターの指定管理

受託事業・指定管理事業

賛助会員を募集しています！
東区社会福祉協議会では、ともに暮らせる福祉のまちづくりをめざし地域福祉活動を推進しています。
昨年度、平成２4年４月１日～平成２5年３月29日の入金状況781,880円
安定した財源確保に向け、引き続き賛助会員を募集しておりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

賛助会員ご入会ありがとうございます賛助会員ご入会ありがとうございます 平成24年12月22日～平成25年
3月29日現在（敬称略）

平成25年度主要事業

平成25年度収支予算

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

平成25年度事業計画・収支予算

収入の部

支出の部 計126,512,000円

計126,512,000円

会費収入
　1,288,000円 1.0%
寄付金収入
64,000円 0.1%

市社協補助金収入
56,545,000円
　　　　44.7%

受託金収入
59,379,000円
　　　　　46.9%

助成金収入
500,000円 0.4%

雑収入
   800,000円 0.6%

前期末支払資金残高 
5,277,000円 4.2%
経理区分間繰入金収入
2,658,000円 2.1%
受取利息配当金収入
　　1,000円 0.0%

法人運営事業
46,521,000円
　　　36.8%

受託事業・指定管理事業
59,379,000円
　　　46.9% 企画・広報事業

　751,000円 0.6%
地区社協育成事業
7,238,000円 5.7%
研修・会議事業
　219,000円 0.2%

福祉推進事業
　961,000円 0.8%

部会・委員会事業 143,000円 0.1%
ボランティアセンター活動事業
                   4,428,000円 3.5%

共同募金配分金事業  712,000円 0.6%
相談援助事業　　　 153,000円 0.1%
貸付事務事業　　 2,183,000円 1.7%

予備費
3,824,000円 3.0%

　地域で生活している人々や家族の関係性はますます希薄化し、孤独、孤立、

虐待、いじめ、介護放棄などが社会問題として、深刻度を増してきています。こ

のような中、区内の幅広い組織や機関・団体・施設などが相互に連携し、それ

ぞれの役割・機能が発揮できるようネットワークづくりの推進に努め、住民の

ニーズ、地域性に即した地域福祉活動を展開します。

一口　10,000円

個　人 馬木地区
温品学区
東浄学区
中山地区

奥田　昭彦
小谷　秀幸
萩原　　眞
小坂　典子

牛田学区

戸坂学区

木原　政弘
碓井智紗子
武本　克彦
村田　耕治

その他 小室　信也　　久保　定章
上田久仁子

「地域福祉推進第６次５か年計画」の
実施初年度です！

理　念 体　系

第5次5か年計画期間が終了し、その振り返りや現在の時代背景等を基に、新たに第6次5か年計画を策定しました。平成25年度から実施して参ります。

　地域で安心して暮らせるために、住民一人ひとりが主役と
なった「ささえあいのまち」をつくること。
スローガン：「みんなでつくる　ささえあいのまち」

（1）小地域福祉活動の推進
（2）福祉教育の推進
（3）たすけあう活動の推進と発信

基本目標
１ 福祉のまちづくりをすすめます。
２ 福祉活動への住民参加をすすめます。
３ その人らしい暮らしを支援します。
４ 住民の福祉ニーズ把握と課題解決の仕組みをつくります。
５ 活動を円滑に推進するための組織活動基盤づくりを図り
　ます。
５つの基本目標の実現を目指して、各種団体との連携・協力
体制づくりをすすめます。

第1の柱  《つながる・たすけあう》　

たすけあいの
まちをつくろう

（1）相談援助機能の強化
（2）権利擁護の推進
（3）支えあいの輪づくりの支援
（4）新たな地域の仕組みづくりの推進

第2の柱  《うけとめる・つなぐ》　

一人ひとりの
暮らしを
ささえよう

（1）区社協独自事業の推進
（2）安定した財源の確保

第3の柱  《深める・高める》　
東区の地域特性を
反映した独自事業を

推進します

企業の社会貢献活動企業の社会貢献活動 ～にしき堂編～

　「お菓子を食べるのは家族や友だちとの団らんのとき。お菓子を食べるときにケンカにはならない。菓子屋
になって本当によかった」と、株式会社にしき堂の代表取締役社長　大谷 博国 氏は語られます。
　昭和26年に広島市内で創業以来、今もなお皆さんに愛され続けるお菓子を作っており、「広島という“ま
ち”を大切にしたい」という信念のもと、広島以外には出店せず、“広島にしかないお菓子を作っていきたい”
という地元密着型のその姿勢が、様々な社会貢献活動にもつながっています。
　平成23年3月11日、今でも忘れられない東日本大震災。震災３か月後に被災地に出向き、その現状を目の当
たりにしたそうです。「いろいろな思いを抱え、被災地で生活をしている人たちの潤いになれば」と、被災地へ
お菓子を送る活動を始めて、今でも学生ボランティアが被災地支援に行く際のお菓子の提供などを続けられ
ています。
　この他にも、市内の中学・高等学校の文化祭、いろいろな団体の活動やイベントへの協力をされています。
平成19年度以来、当会のイベントにももみじ饅頭を提供していただいており、3/24（日）に開催した東区福祉
団体イベント「ちゃいちゃいまつり」で福祉体験コーナーの景品として使わせていただきました。また昨年度
は、東北応援コーナーの募金で被災地のサロンへ寄付するお菓子を購入する際にも、募金総額以上のお菓子
を寄贈いただきました。
　今後の展望について伺うと、「いつまでもお菓子が楽しいもので
あり続けるように、いろいろな工夫や場の提供を考えていきたい。お
菓子を通して笑顔になる人が増えれば」と優しい笑顔で話されます。
　広島で92年振りに開催される「第26回 ひろしま菓子博2013」
〈4/19（金）～5/12（日）〉。被災地の菓子店も多数参加されることに
なり、少しでも復興の力になればとの思いも秘めながら準備を進め
ておられます。
　お菓子を通じて笑顔をつなげていく活動は今後も続きます。

実施期間
平成２５年度～平成２９年度

ご寄付ありがとうございました
寄付者（香典返しにかえて）
馬木地区　寺西智恵子様

東区ボランティアセンターからのお知らせ ーボランティアグループロッカーの利用についてー
　平成25年4月1日より、東区ボランティアセンターのボランティアグループロッカー利用規程ができました。活動に
必要な物品を置くためにグループロッカーを利用したいというグループはご相談ください。東区地域福祉センターを
利用している福祉目的内団体であることや月1回程度の施設利用があるなどの条件がありますので、詳しくはお問い
合わせください。

『“笑顔”を作るお菓子を届けて』

大谷社長と従業員の皆さん



～地区社協の拠点が増えました～～地区社協の拠点が増えました～

ボランティア、ちょっとのやる気と好奇心！ボランティア、ちょっとのやる気と好奇心！

申し込み・問い合わせ

TEL：（082）263-8443　FAX：（082）264-9254

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会／
東区ボランティアセンター
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34
　　　　　  東区総合福祉センター内（4階）
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この広報紙は赤い羽根共同募金の 配分金により作成しました。4

ボランティア募集・講座・イベント情報などの新着情報はホームページをご覧ください。
アドレス http://www.shakyo-hiroshima.jp/higashi/

「東区ボランティアセンター登録グループ」一覧「東区ボランティアセンター登録グループ」一覧

※上記以外にも個別のボランティア、イベント支援ボランティアなどいろいろな活動があります。詳細についてはお問い合わせください。

　「中山集会所」周辺は
古くからの居住者が多
く、集会所には老人クラ
ブのメンバーが集う部
屋や町内会連合会の連
絡ボックスもあり、地域

に密着した寄り合い所となっています。
　中山地区社協は、この2階の一部を中山福祉セン
ターに次ぐ第二の拠点として平成２４年度に整備
し、平成25年度は当面、火曜日の9時～15時にサロ
ンを開所する予定です。誰もがフランクに立ち寄れ
る場にしたい、特に地域住民との関係が希薄になり
がちな男性が気軽に集える環境づくりに力を入れ
たいと思いは膨らみ、すでに碁盤や将棋セットから
花札や麻雀セットまで取り揃え、着々と準備が整っ
てきています。古くからの団地も多く、高齢化の進
行による生活のしづらさを抱えながらの暮らしを
地域がどう支えていくか…、最後は地域でまとまら
ないと…。そのためにもいろんな人が出入りできる
拠点が必要だと力強く語ってくださいました。

　尾長地区社協は、これまでの拠点だった「あいあ
いプラザ」を第二の拠点として残しつつ、主な拠点
機能を平成25年2月から「尾長学区集会所」の３階
に移しました。
　すでに実施している週2回の困りごと相談（月・
木曜日10時～12時）に加え、将来的には、高齢者等
の安心見守りネットワーク活動の要となる拠点とし
て、また、ボランティア活動の相談・調整機能もあわ
せもったコントロールセンターとしての構想を描
いておられます。
　「あいあいプラザ」は他団体との共同使用で、地
区社協として固定した場所がなかったけれど、今後
は、行けば誰かがいて、そこに人が集まり交流でき
る場としての体制を整え、地域福祉活動を次の世
代へつなげていけたら…、「待ち合わせ場所」、「打
ち合わせ場所」として気軽に利用していく中で、井
戸端会議的なサロンにも
なれば…と夢は無限に広
がります。

中山地区社協 尾長地区社協

　ハード面（場所）が整い、そこに自然と住民が集まり交流が生まれるようなワクワクする場所にしていく
ためにも、地区社協の取り組みを理解して、ともに活動してくださる人が必要になってきます。
　自分たちの地域を自分たちの手で盛り立てていきたいという方はぜひ東区社協までご連絡ください。

　ボランティアは経験や資格がなくても、ちょっとのやる気と「何かしてみたいけど･･･」という好奇心があれば大丈
夫！ まずは、ご自分に合うボランティアをボランティアコーディネーターと一緒に探してみませんか。「ボランティアを
してほしい」というご相談もお受けいたします。　

定例会・活動場所等活動内容
ひまわり会
牛田新町女性会長生園訪問グループ
寿老園訪問グループ
東区録音ボランティアグループ
音訳ボランティア  そよ風の会
点訳サークル スターシックス

手話サークル ほおずき
手話サークル ゆびの輪
手話サークル つくしんぼ
手話サークル おやゆびひめ
手話サークル Ｗａ
手話サークル 火曜たんぽぽ
手話サークル 金曜たんぽぽ

グループ名

手
話
サ
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ク
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会

障
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支
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高
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支
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関
係

視
覚

障
害
者

支
援

地
域
支
援
関
係

そ
の
他

精
神

障
害
者

支
援

手話学習会  イーストハンズ
広島市要約筆記サークル
おりづる東支部
手芸ボランティア
ハートフルボランティアとりの巣

ボランティアサロン「パソコン道場」
JR広島鉄道病院ボランティアグループ「スマイル」

あおぞら

やまびこ

温品福祉ボランティア“ぬくもり”

戸坂ボランティア虹

こぶしの会

東区タイムボランティア ふれあい

東区男性ボランティア東男（あずまおとこ）

一人暮らし高齢者との交流
神田山長生園入所者との交流
寿老園入所者への支援活動

尾長学区集会所
神田山長生園
寿老園
東区総合福祉センター
牛田公民館
東区総合福祉センター
牛田公民館
牛田公民館
二葉公民館
戸坂公民館
温品公民館
心身障害者福祉センター
心身障害者福祉センター
東区総合福祉センター

中山福祉センター
東区総合福祉センター

寿老園、広島鉄道病院
東区総合福祉センターなど
東区総合福祉センター
広島鉄道病院

上温品地区

温品学区

戸坂学区

馬木地区

東区内

東区総合福祉センター

中山福祉センター

お店の看板娘さんたちで大賑わいでした。
（模擬店・自主製品販売コーナー）

福祉体験コーナー初参加の音訳体験では、
自分の声を録音して聞いてみました。

比治山大学HECのダンスパフォーマンス！
司会＆音響スタッフとしても大活躍！

地域の福祉活動支援
　・高齢者との交流、援助
　・子育て支援活動
　・障害者との交流、援助
　・登下校の見守り
　・ボランティア一センター開設　など

聴覚障害者の情報保障のための要約筆記
及び要約筆記者の養成
はぐくみの里支援,バザー製品（手芸品）の制作
精神障害者への支援活動

高齢者、障害者、初心者などへのパソコン指導
外来受付案内、介助、美化活動、行事支援など
大型紙芝居・ゲームなどの制作及び子育て支援や
高齢者施設での交流

地域の福祉活動支援
・高齢者との交流、援助など
高齢者、障害児者、乳幼児などへの
緊急対応型ボランティア

車いすメンテナンスなど

視覚障害者への録音テープ・CD作り

点訳・点訳技術の学習、視覚障害者への理解

手話学習・普及

聴覚障害者への理解

＜ボランティア相談  平日：午前９時15分～午後４時＞

　3月24日（日）、東区総合福祉セ
ンター３階・４階で、東区福祉団体
イベント「ちゃいちゃいまつり」を
開催しました。東区内のボラン
ティア・障害児者団体・施設が一体
となり、ステージ・出店・遊び・福祉
体験・東北応援コーナーなど、内
容盛りだくさん！
　笑顔の花が咲いた、活気のある
おまつりとなり、交流の輪が広ま
りました。たくさんのご来場あり
がとうございました♪

ちゃいちゃいまつりちゃいちゃいまつり
～笑顔の花を咲かせんちゃい～～笑顔の花を咲かせんちゃい～

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！

3/24（日）ちゃいちゃいまつりに
ご来場ありがとうございました！


