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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。

●設立の経緯や取り組みの概要について教えて　
　ください。
　以前よりコカコーラウエスト広島総合グラウンド等地元施設の活用と、
地域住民の交流事業との連携を模索してきた中で、各団体の理解と協力
のもと、平成22年7月28日に「南観フレッシュクラブ」設立に至りました。
地域の人々が自由にスポーツを楽しみ、活動を通じて青少年の健全育成や
地域活力の向上を図ることを目的としています。トランポリン、グラウンド
ゴルフ、ウォーキングを主種目とし、上記施設を拠点に現在114名の
会員が毎月活動しています。他にも地域住民が幅広く参加できるサマー
フェスティバルやウォーキング大会を開催しています。

●活動の特色等について教えてください。
　本会は競技主体のものではなく、あくまで運動を通じて住民の健康づくりや、地域
の連帯感を高めることを重視しています。体験機会の少ないトランポリン教室は
子どもたちに人気があり、町内会ごとの活動にとどまっていたグラウンドゴルフも、
現在は町内会対抗試合等で大いに盛り上がっています。ウォーキング大会も抽選
会等の趣向を凝らし、毎年幅広い世代から多くの参加者があります。サマーフェステ
ィバルは、各種スポーツ体験や観音高校サッカー部によるサッカー教室、南観音
小学校ブラスバンド演奏等、地域をあげての交流行事となっています。

●今後の目標等について教えてください。
　地域の各種団体からも、資金面も含めて協力を続けていただいています。内容の充実を図りながら活動継続することで、
これを地域交流の核のひとつとし、多くの住民が住んでよかったと思える南観音学区づくりに役立てていきたいと思います。

　今回は、住民のスポーツを通じた交流活動について、南観音学区社会福祉協議会会長の橋川徹さんにお話を伺い
ました。広島県教育事業団・南観音連合会とともに、総合型地域スポーツクラブ「南観フレッシュクラブ」を設立し活動
されています。これは、誰もが気軽にスポーツを楽しめる、地域の力で作り上げたクラブであり、欧州では同様の
組織が国民スポーツの中心的役割も果たしています。現在、日本でも国や県により積極的に推進されています。

　総合型地域スポーツクラブは広島市内に現在7つあり、西区では己斐地区にもあるそうです。運動会など
地域とスポーツの関係性は古くからありますが、今回の取材で継続的・積極的に活用できる地域づくりの
手段としてのスポーツを再認識しました。
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サマーフェスティバルでの大縄跳びの様子。
毎年多くの参加者があります。

ウォーキング大会も多くの参加者で
賑わいます。

なん かん
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　10月5日（土）に開催いたしました「西区社会福祉大会（記念
式典）」「西区福祉まつり」への皆様方のご参加とご協力に感謝
いたします。記念式典では地域福祉功労者（15名）の方々に
表彰状を贈呈し、功績を称えました。
　また、記念講演では「未来につながる ふれあい・いきいき
サロン」～地域のチカラを育てるために～の演題で、一般社
団法人リエゾン地域福祉研究所代表理事の丸山法子氏に
ご講演いただきました。
　また、福祉まつりにおいては、雨天にもかかわらず約400
名の来場者があり、盛大に開催することができました。福祉
まつりの目玉として開催した抽選会では、豪華景品に期待
をふくらませた多くの皆様の歓声で会場は、たいへん盛り上
がりました。ご協賛いただきました企業の皆様に、感謝申し
上げます。

　11月3日（日）に広島サンプラザおよび近隣の公園で開催された「西区民まつり」の中で、西区社会福祉協
議会と西区ボランティアグループ連絡会が「ボランティアまつり」を開催し、ボランティア活動紹介等を行い
ました。その中で、赤い羽根共同募金のPRと募金活動を行い、8,559円の募金が集まりました。
　ご協力いただきました皆様と、募金活動にご参加いただいたボランティアの皆様に感謝申し上げます。

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

～西区社会福祉大会＆第27回 西区福祉まつり～

㈱御菓子所高木様
㈱藤い屋様
㈱ミカサ様
㈱平安堂梅坪様
サクラ印ハチミツ様
広島サンプラザ様
丸美屋食品㈱様
広島南観音郵便局様
わかもと製薬㈱様

広島海苔㈱様
㈱モルテン様
丸徳海苔㈱様
㈱マサモト様
㈱山城屋様
㈱日進堂様
アクト中食㈱様
カンロ㈱様
他協賛企業様８社

福祉まつりへのご協賛
ありがとうございました

協賛企業一覧（順不同）

久保田　守様
高橋　克子様
光勢　智都様
丸山　博司様
兼重　雅宏様
梶川　　弘様
竹末　耕三様

田中　榮子様
永谷啓次郎様
田中　武子様
濱田　直征様
鍜冶山正照様
鈴木　光敬様
岸本佳代子様

西区社会福祉協議会会長表彰
おめでとうございます
地域福祉功労者一覧（順不同）

感謝

多くの感動を
ありがとうございました

表彰状の贈呈社会福祉大会（記念式典）

記念講演 福祉まつり抽選会
河野　勝男様
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お財布
から

コロコロ コロコロ コロコロッッとと
愛がうまれます！！愛がうまれます！！

ご加入ありがとうございました

※引き続き賛助会員・特別賛助会員の募集をしていますので、
　ご協力よろしくお願いいたします。

久保田　守様　國武訓扶衛様　前田ひろみ様　岸下　安子様
高木　佳代様　西本　幸男様　菊川　光子様　森重　静香様
椿原　俊憲様　中野　玲子様　國保　典昭様　小松孔二郎様
月村　佳子様　橋川　　徹様　ほか匿名1件

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２５年度　賛助・特別賛助会員の加入状況

賛助会員３6件１１1，０００円
特別
賛助会員２8件５44，０００円

ご寄付ありがとうございました
《寄付者ご芳名》（Ｈ25年9月1日～Ｈ25年12月2日）

＜一般寄付＞
佐々木末光親族一同様（香典返しに代えて）
阪本　貢様（香典返しに代えて）
森井　豊様

※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。

何口でもご加入いただけます

■ご加入くださるには
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

　西区社会福祉協議会では外出・通院などで一時的に車いすを必要とされる方の
ために、無料で車いすの貸し出しを行っています。
　また、西区内の地区（学区）社会福祉協議会でも車いすの貸し出しを行っている
ところがありますので、西区社会福祉協議会までお問い合わせください。

車いすの無料貸し出しを行っています車いすの無料貸し出しを行っています

＜賛助会員＞

＜特別賛助会員＞
己斐上学区社会福祉協議会様
井口台地区社会福祉協議会様
西区老人クラブ連合会様
三篠地区民生委員児童委員協議会様
南観音地区民生委員児童委員協議会様

天満地区民生委員児童委員協議会様
庚午地区社会福祉協議会様
大芝地区民生委員児童委員協議会様
観音地区民生委員児童委員協議会様
よかよか倶楽部様

井口明神学区社会福祉協議会様
福島地区民生委員児童委員協議会様
己斐地区民生委員児童委員協議会様
観音学区社会福祉協議会様
大芝地区社会福祉協議会様

電  話 082-294-0104

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。

賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名
（Ｈ25年9月1日～Ｈ25年12月2日）



西区社協だより 2013（平成25年）.12

■ 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

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

絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一糸者に遊びましょう！

ボランティア募集！

　てんかん発作のある男子中学生がいらっ
しゃいます。
　発達の遅れがあり、病院に通いながら
ボランティアさんにご支援いただきリハ
ビリを行ってこられました。これからも
継続的な支援を希望されており、新たな
ボランティアさんの募集を行っています。

活動内容等については西区社協まで
お問い合わせ下さい。（電話：294-0104）

平成26年1月8日(水)
平成26年2月5日(水)
平成26年3月5日(水)

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

中学生男子のリハビリを
お手伝いいただけませんか。

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

５人で子どもの手足を動かす「ドーマン法」
という体操リハビリ支援
※特別な資格は必要ありません。

月曜日～金曜日　午後  3：30～  4：30
土曜日　　　　　午前10：00～11：00
※活動場所は西区高須です。
　月１回の支援でも構いません。

内　容

活動時間帯

お問合せは西区社会福祉協議会まで
（電話：082-294-0104）

「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！

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。 

“子育てオープンスペース”ってなあに？

ピピクク ニニッックク ひひろろばば ののおお 知知らら せせ

?
 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

今後の開催予定

※参加費無料・時間内であれば出入り自由です。

子育て
オープンスペース
子育て

オープンスペース

平成２６年３月１日（土）  午前11:00～午後1:30
もみじ福祉会　夢トピア
（西区観音新町3丁目9-9）
西区に居住する障害児者及び保護者、家族
ひとり200円
エプロン・三角布・室内用履物
約100名（定員になり次第締め切りとさせていただきます）
※保護者・ヘルパーさんと一緒にお申込みください。
平成26年2月27日（木）までに
電話かFAXでお申し込みください。

日　　時／
場　　所／

参  加  者／
参  加  費／
持  参  物／
募集人数／

申込締切／

平成２5年度 障害児・者 交流事業

もちつき参加者募集
　今年も障害児・者 交流事業として

「もちつき」を開催します。

　仲間と一緒に楽しい時間を過ご

しませんか？

　また、一緒にお手伝いをしてくだ

さるボランティアさんも募集します。
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