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「やあこんにちは！」で取り上げたい西区内の人・モノ・団体等がありましたら、西区社会福祉協議会まで情報をお寄せ下さい。　　　　　　　　　　
この広報紙は共同募金配分金により作成しました。

●第2次プラン策定の経緯や作業の様子
  について教えてください。
　平成16年の（第1次）プラン策定以降、中間年での課題見直しなど
を行ってきましたが、相当の年月が経過し、地域の実態に即した新た
な計画が必要な時期にきたことから、平成24～25年度で第2次プラ
ン策定を行うこととしました。町内会や民生委員、PTAなど地域内の
団体から策定委員会・作業部会をつくり、策定作業を行っています。
地域の皆さんからの意見収集は、各地のサロン（住民が気軽に集ま
り過ごす場）や各種会合に直接出向き聞き取りを行う中で、新たな
課題も数多く見えてきました。

●プラン取り組みの成果等について教えてください。
　特に「ふれあいいきいきサロン」の整備は第1次プランの計画通りに進んだことか
ら、地域の方々の行き場が増え、それに伴うボランティアの増加にもつながりました。
今まで関わりのなかった人たちの交流が生まれ、波及効果として地域行事等への協
力が得やすくなった印象もあります。社協組織の運営についても個人に負担が集中
していた状況から、計画に従って組織的に取り組む体制ができました。
　一方でサロン以外でのボランティア関連の取り組みについては、支援の要望が少
ないこともあり、個別支援活動は思うように進んでいない部分もあります。とは言え、
プランに伴う活動で「人のつながり」が多く生まれたのは大きな成果と感じています。

●検討している新たな取り組み等について教えてください。
　東日本大震災以降、地域としての「災害への備え」を検討していく必要性を感じています。また、既存の取り組
みを一歩進めたいと考えています。例えばサロンでの手芸作品も現在は参加者が持ち帰るだけですが、どこかで
発表・展示の機会を作るなどできれば、参加者の意欲向上とともに広報活動にもなると思います。

　広島市域には概ね小学校区ごとに138の地区（学区）社会福祉協議会が組織され、福祉のまちづくり
に取り組んでいます。各地区社会福祉協議会では活動計画として「福祉のまちづくりプラン」の策定と、そ
れに沿った取り組みをすすめています。今回は、西区で最初にまちづくりプランに取り組み、現在は第2
次プランを策定中の井口明神学区社会福祉協議会の地域福祉推進委員・木坂由子さんと事務局の中島
敦子さんにお話を伺いました。
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「人のつながり＝地域の基盤」ができつつあることを明るく語られるお二人に、井口明神学区が「福祉のまち」
へと確実に踏み出している印象を強く感じました。

 

福祉のまちづくりプランに関する話し合いの様子

子育てサロン「ぴよちゃんクラブ」



社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会

●貸付事務事業
生活一時・母子家庭等緊急貸付事業
生活福祉資金の相談・貸付

　本年度は、西区社協の新たな活動計画として作成した「西区地域福祉活動第６次５か年計画」の初年
度にあたり、計画を基に地区社協との協働による、「福祉のまちづくりプラン策定支援指定地区事業」及
び小地域の「地域活動拠点整備事業」の推進に努めます。また、賛助会員・特別賛助会員の拡大、共同
募金運動強化への協力等により、自主活動財源の一層の確保に努めます。

主要事業計画・収支会計予算

【経常収入計 ８４,７１８千円】

【経常支出計 ８４,７１８千円】

単位：千円

■収入の部

■支出の部

収支会計予算
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東日本大震災義援金の募集について東日本大震災義援金の募集について

　平成２３年３月１１日の地震によって亡くなられ
た多くの方々のご冥福をお祈りし、被災された方
々、避難を余儀なくされている方々へ、心からお
見舞い申し上げます。
　西区社会福祉協議会でも、募金箱を設置して、
義援金の受付を行っています。ご提供頂きました
義援金は、中央共同募金会へ送金され、被災者に
配分されます。

（Ｈ23年3月14日からの累計）４，３１２，３４８円

募集期間 ※受付期間が延長されました。

Ｈ２３年３月１４日（月）

▲

Ｈ２6年３月３１日（日）

ご協力ありがとうございました

●企画・広報事業
広報　社協だより「ふれあい」の発行
福祉大会・福祉まつりの開催（10月5日）

●部会・委員会
総務部会・事業部会・委員会の開催

●地域福祉活動推進事業
地区社協の育成
福祉のまちづくり事業の推進
地域福祉推進委員の設置
地区社協役員研修会の開催

●福祉推進事業
児童（子育て支援）
老人（在宅高齢者支援・在宅介護者支援）
障害児者（社会参加活動の推進等）
母子・父子（ひとり親家庭親子の集い）

●ボランティアセンター活動事業
各種ボランティア講座・研修会の開催
ボランティアセンター通信・新聞の発行
福祉教育推進事業の実施
学校等における福祉教育推進事業の推進・協力

●共同募金配分金事業

●相談援助事業
自立支援総合相談援助事業の実施
福祉サービス利用援助事業への協力

●指定管理事業・市受託事業
西区地域福祉センターの管理・運営
広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

その他の事業
共同募金会西区分会への協力等

役員研修・職員研修・会議の開催
自主財源の醸成

●法人運営事業

平成２5年度

福祉推進事業　15
部会・委員会　229

ボランティアセンター活動事業
4,557

相談援助事業　153
共同募金配分金事業

1,174

貸付事務事業　4,204

市社協受託事業　7,576
市指定管理事業　5,213

予備費　10,654

法人運営事業
41,857

地域福祉活動推進事業
7,909

企画・広報事業
1,177

助成金収入　500

受託金収入　12,789

前期末支払資金残高
11,330

経常経費補助金収入
56,235

事業収入（参加費収入）　60
雑収入　250

受取利息配当金収入　5
経理区分間繰入金収入

1,849

会費収入　1,150

寄付金収入　550



お財布
から

コロ コロ コロッと
愛が生まれます！！

平成24年度募金実績額(広島市共同募金会西区分会実績分)
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みなさまのあたたかいお気持ち
は、西区内の地域福祉活動を推
進する貴重な財源として有効に
使わせていただきます。

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました
　ご協力いただいた募金は、民間社会福祉
施設や団体への助成金等に配分されるほか、
地域福祉・在宅福祉推進事業の財源として役
立てられます。 
今後とも共同募金運動にご理解とご協力を
賜わりますようお願い申し上げます。

11,273,199円

ご加入ありがとうございました 《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》
（Ｈ２５年３月１日～Ｈ２５年５月３１日）

■ご加入くださるには

何口でもご加入いただけます

賛助会員

1口=2,000円
特別賛助会員

1口=5,000円

個人対象

企業・団体等対象

郵便振替口座

社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会
（振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せ下さい。）

０１３５０-９-１６５３７

平成２４年度　賛助・特別賛助会員の加入状況
賛助会員 ５５件１５６，０００円
特別賛助会員 45件７５０，０００円

ご寄付ありがとうございました
《寄付者ご芳名》（Ｈ２５年３月１日～Ｈ２５年５月３１日）

※営利法人の場合は、法人税法第３７条による額が損金算入されます。
個人の場合は、所得税法第７８条により寄付金控除が受けられます。

＜一般寄付＞　打越　勲様　　西田　曻子様

己斐学区社会福祉協議会様
南観音学区社会福祉協議会様
井口地区民生委員児童委員協議会様

益本指圧治療院様
西区認知症の人と家族の会様　

＜特別賛助会員＞
岸本　俊身様　  沖中　義弘様　  伊藤　和子様　  森重　静香様　  肥後　久雄様
松山　宗治様　  秦　　孝成様　  橋川　　徹様　  湯葢　康之様　
岩木八千代様　  原田　　明様　  徳田　　勝様　  植野　純夫様

＜賛助会員＞

例)・地区社会福祉協議会への助成金として福祉のまちづくり総合推進事業、地区社協事業の経費に
　 ・高齢者、障害者、子育て中のお母さんたちのふれあいの場、交流の場（ふれあいいきいきサロン）づくり
　 ・在宅で高齢者や障害者を介護されている方のリフレッシュ事業
　 ・ひとり親家庭の集い事業 など

子育てオープンスペース子育てオープンスペース

ピクニックひろばのお知らせピクニックひろばのお知らせ
～絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一緒に遊びましょう！～
「子ども大好き！」なボランティアが集まり運営しています。
お気軽にご参加ください！

●開催場所　西区地域福祉センター４階
●時　　間　毎月第１水曜日（祝日の場合翌週開催）
　　　　　  午前１０：００～１２：００
●支援グループ　わぃわぃサークル

今後の開催予定

10月以降も毎月開催予定です。

平成25年7月3日(水)
平成25年8月7日(水)
平成25年9月4日(水)

西区内のひとり親家庭の子どもと保護者の交流行事を企画しま
した。親同士・子ども同士、親子みんなで交流を深めませんか？
多数の参加をお待ちしています！

ひとり親家庭のつどい

広島市西区社会福祉協議会（西区福島町２－２４－１）
電話　０８２－２９４－０１０４／ＦＡＸ　０８２－２９１－７０９６

申込み・問い合わせ先

平成
２５年度

お問合せは西区社会福祉協議会まで

そんな子育て中の親子が、気軽
に参加できる“親子の交流”の場
が「オープンスペース」です。
※参加費無料・時間内であれば出入り自由です。

●安心して子どもを遊ばせる場が欲しい
●たくさんお友達をつくりたい
●子育ての情報交換をしたい

“子育てオープンスペース”
ってなあに？

参加者募集

平成２５年８月１１日（日）
午前8:45～午後4:30　※雨天決行
ヤマメのつかみ取りほか
龍頭峡（広島県山県郡安芸太田町筒賀）
西区役所前
子ども 300円、大人 500円
２０名（定員になり次第締め切りとさせていただきます）
平成２５年8月2日（金）までに参加費を添えて

●日　　時

●内　　容　
●行 き 先
●集合場所
●参 加 費
●募集人数
●申込締切

りゅう ず きょう
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2013年（平成25年）6月号
西区ボランティアセンター（広島市西区社会福祉協議会）

夏休みヤングボランティアスクール2013夏休みヤングボランティアスクール2013
　西区社会福祉協議会では、西区内の保育園・高齢者施設等の協力を得て「ヤングボランティアスクール」を開催
します。施設での実際の体験等を通じて、福祉についての理解を深め、ボランティアを始めるきっかけにしてみませ
んか？今年の夏もたくさんの学生等の皆さんの参加をお待ちしています。

実 施 期 間

参 加 対 象
参 加 費
参 加 定 員
申 込 締 切

お問合せ先

●

●
●
●
●

●

オリエンテーション

ボランティア体験

まとめの会

●全員参加

８月１日(木)９：３０～１５：３０
(会場)西区地域福祉センター

●全員参加

８月２０日(火)9：30～１２：３０
(会場)西区地域福祉センター

●各自選択した日程（３日間程度）

８月２日(金)～８月１９日(月)
体験日時および会場は、
体験先により異なります。

午前：受付・全体説明
　　 保育園・福祉施設からのお話
午後：レクリエーションなど

・知的障害疑似体験「あび王国へようこそ！」
・夏休みヤングボランティアスクール2013に
 参加して感じたことを話し合おう！！

☆各自選択した保育園・福祉施設・行事の体験
≪体験実習先≫※予定
保育園・高齢者施設・障害者施設等

ス
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�
ル

ス
ケ
ジ
�
�
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■ 編集・発行
　社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会／広報委員会
〒733-8535   広島市西区福島町二丁目24番１号

西区地域福祉センター４階
TEL 294-0104   FAX 291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
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交通機関

・〈ＪＲ〉山陽本線西広島駅下車 徒歩13分
・〈広電電車〉市内線福島町電停下車 徒歩４分
・〈広電・広島バス〉西区役所前バス停下車 徒歩４分
・〈広電バス〉観音小学校前バス停下車 徒歩４分

旭橋入口バス停下車 徒歩10分

国道2号線

至横川

至紙屋町

観音町電停
福島
生協病院

100m道路

西観音町電停
西観音町
バス停

GS

ガス S

観音小学校

観音小学校前
バス停

旭橋入口バス停

西区
地域福祉センター
4階

新己斐橋

至庚午

旭橋

福島町電停至己斐

国道2号線

至舟入

至広島ヘリポート

西区役所前
西区役所

西広
島バ
イパ
ス

太
田
川
放
水
路

この広報紙は(財)多山報恩会の助成金および共同募金配分金により作成しました。

平成２５年度の体験先 西区内市立保育園（１１園）ほか

平成２５年８月１日(木)～平成２５年８月２０日(火)
参加日数はオリエンテーション・ボランティア体験・まとめの会で５日間程度となります。
西区に通学、またはお住まいの中学生から２５歳までの方
３００円(ボランティア活動保険料に充当します)
４０名(定員になり次第締め切り)
平成２５年７月１７日(水)まで
※日程等参加申し込みについての詳細は、電話・FAX・E-mail等でお問合せ下さい。
西区社会福祉協議会　TEL294-0104  FAX291-7096
E-mail:nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
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