
（社福）広島市東区社会福祉協議会 TEL：（082）263-8443/FAX（082）264-9254問い合わせ

日 時：平成29年3月12日（日） 10：00～15：00
会 場：東区総合福祉センター3、4階（東区東蟹屋町9-34）

主催 ： 東区ちゃいちゃいまつり実行委員会
協力 ： 東区ボランティアグループ連絡会
　　　東区障害児者グループ連絡会

　　　南相馬ボラバス応援隊
　　　（社福）広島市東区社会福祉協議会
後援 ： 広島市東区役所
協賛 ： （株）にしき堂、広島電鉄（株）

※駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

（社福）交響、（社福）はぐくみの里、NPO法人 つくしんぼ作業所、NPO法人 スマイル中山
NPO法人 ふりーす、東区心身障害児者父母の会、つくしんぼの会、牛田ウルトラマンキッズ

ボランティア
募集中!!遊休品

募集中!!

平成28年度

～春よこい！カープとまつりで楽しみんちゃい～～春よこい！カープとまつりで楽しみんちゃい～
　テーマは「きんちゃい！ みんちゃい！ あそびんちゃい！」

東区の障がい児・者団体とボランティア団体が、“地域との交流”、“お互いの理解が深められる
「笑顔輝くまつり」”を目指して開催します！

2017（平成29年）.2

＜編集・発行・問い合わせ＞

点字、要約筆記、音訳、手話、車いす、高齢者疑似体験、視覚障害者生活用品展示など

歌、ダンス、楽器演奏
、

銭太鼓、手話歌など

ステージを見ながら
まったりお食事

仮設住宅（福島県南相
馬市）の

皆さんが作った手芸品
の販売など

ご来場の際には、
是非「赤いグッズ」を

身につけて
おこしくださいf

今年のテーマカラーは「赤」!!
今年のテーマカラーは「赤」!!

飲食物、手芸品、野菜、遊休品バザーなど

的当て、輪投げ、

どんぐり工作・折り紙
工作、

スーパーボールすく
い、

フォトコーナー、ゲー
ムなど



　この度、東区医師会の医師等が、往診や診療
時にキットの情報を更新する支援や、病院にキッ
トのサンプルを置いたり、キットを準備した方が良
い患者さんに設置を勧めるなどの支援を行うこ
とになりました。
　是非かかりつけの先生にもご相談ください。
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●住所 : 広島市東区戸坂桜西町8番4-101号　●TEL/FAX : 082-229-0212

　これまでさくらサロンを開催し、地域の方々の交流の場として大
変にぎわっています。その一部としてこの度、認知症の方やその家
族に楽しんでいただくカフェをオープンしました。
　この団地は特に高齢化率が高く、認知症が進んでしまう方もいる
ため、地域ぐるみで見守ることが必要だと考え、地域の方々のご協
力を得てオープンすることができました。
　「認知症カフェ」では、お茶やお菓子を食べながら「ゆったりとし
た時間」を過ごしていただき、会話の花を咲かせてもらいたいと思っ
ています。

戸坂学区社会福祉協議会～認知症になっても、安心して暮らせるまちづくりを目指して～

戸坂の桜ヶ丘団地に、さくらカフェ「認知症カフェ」をオープン

　救急医療情報キット（以下「キット」）は、高齢者や障がい
のある方が自宅で急病になった時、救急隊が迅速に対応す
るために役立つものです。
　キット（筒）の中に、持病・かかりつけ医・お薬情報などの
医療情報や、緊急連絡先などの情報を入れ、冷蔵庫の内側
扉（写真右）で保管しておくと、救急搬送の際、救急隊員が
その情報を医療機関等にスムーズに伝えることができ、迅
速な対応が可能となります。

「緊急時に」あわてないための「救急医療情報キット」
～高齢者や障がいのある方の万が一の備え～

自宅で「具合が悪くなったら・・・」 救急キットは冷蔵庫
内側扉で保管

❸搬送

可能ならかかりつけ医療機関に搬送、
そうでない場合は他の救急病院へ

情報
かかりつけ医

❷発見・確認❶救急通報

救急車を
お願いします。

救急キットがあることを
示すステッカー

救急隊員が
救急キットから
医療情報を確認

　このキットに入れる医療情報等は、最新の情報にしておくことが重要です。
そうしなければ、救急の際に適切な処置を受けることができません。
　最初にキットに入れた情報が、入れたきりにならないよう、自分で更新
することも大切です。
　また、自分では難しい方は、ご家族や地域の方にお願いするなどして
情報を更新しましょう。

※玄関扉の内側にもステッカーを貼っておく。

【救急キットの中に入れるもの】
◉救急安心カード
◉薬剤情報提供書（写）またはお薬手帳（写）
◉その他・健康保険証（写）・診察券（写）
　写真（本人確認ができるもの）など
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●●●●●●●●●常 時 参 加 者 募 集 中 !!

●開催日時 ： 原則、毎月第１木曜日
　　　　　　10：00～14：00
●開催場所 ： 東区総合福祉センター４階
●内　　容 ： 座談会
●参 加 費 ： 無料

●開催日時 ： 原則、毎月第３木曜日
　　　　　　10：00～12：00
●開催場所 ： 東区総合福祉センター４階
●内　　容 ： 座談会
●参 加 費 ： 無料

　ケアメンの会は「先の見えない介護がつらい」「家事
をどうしたらいいか分からない」など、男性ならではの
様々な悩みや思いを男性同士で話せる場、仲間づくり
のできる場です。
　好きなことを話すも良し、
聞くだけも良し。男性介護者で
あれば、どなたでも参加してい
ただけます。

　ほほえみの会は、介護をされている方が「とまどい」
や「悲しみ」「つらさ」あるいは「嬉しい」気持ちをわか
ちあえる場です。ほほえみの会では①気持ちのわかち
あい②情報のわかちあい③考え方のわかちあい、この
３つのわかちあいを大切にしています。
　介護をされている方であれば、どなたでも参加してい
ただけます。
（認知症の方との同伴の参加、半日参加も可能です。）

●ほほえみの会～認知症等家族の会～ ●東区ケアメンの会～男性介護者のつどい～

賛助会員ご入会ありがとうございます！
【馬　　木】 白鷹 之枝　三木 徹眞　

【温　　品】 田村 幸雄

【中　　山】 植村 博　松浦 薫　池本 眞二　西野 忍

　　　　　 岡本 優子　岩崎 由美子　中西 敏雄　岡田 宏子
【戸坂城山】 １名

【戸　　坂】 武本 克彦　村田 耕治

しらたか ゆきえ みき てつま

たむら ゆきお

うえむら ひろし

おかもと ゆうこ

たけもと かつひこ

おおたがわびょういん

せいけいげか おだないか じゅんかんきないか おばた

たかはしひにょうきか

のさかしかいいん しょうにしか しょうにかきょうせいしか りじょうしかいいん

なかがわげかいちょうか しょうにかないか おきもとがんか し  か きょうせいしかひ か

ひろしまだいいちびょういん やまさきびょういん いしだいいん かなやいいん へさかげかいいん よしもとのうしんけいげかないかいいん

むらた こうじ

まつうら かおる いけもと しんじ にしの しのぶ

いわさき ゆみこ なかにし としお おかだ ひろこ

平成28年9月16日～平成28年12月28日現在（敬称略・順不同）

【団体（法人）】

太田川病院  広島第一病院  山﨑病院  石田医院  金谷医院  戸坂外科医院  吉本脳神経外科内科医院

おかもと整形外科クリニック  小田内科クリニック  おちあい循環器内科クリニック  小畠クリニック

高橋泌尿器科・皮ふ科クリニック  中川外科胃腸科  ひよこ小児科内科  沖本眼科  かとう歯科・矯正歯科

野坂歯科医院  ひかりまち小児歯科・矯正歯科  鯉城歯科医院  いしがめ小児科

個人

個人

団体

平成２８年１１月２５日（金）に、皆さんと一緒に満天の湯へ行ってきました。

在宅介護者のつどい
まったり温泉♨ゆっくりお食事fついでにお買い物a

東区在宅介護者のつどいとは

東区内でご家族を介護されている方、または今まで介護をされていた方を対象に、
リフレッシュしていただくことを目的に開催しています。なお、この事業は多山報恩
会の助成を受けて実施しています。

（社福）広島市東区社会福祉協議会 TEL：（082）263-8443  広島市東保健センター（東区厚生部健康長寿課）TEL：（082）568-7729問い合わせ

樽谷 法親　樽谷 明美　樽谷 恵美ご寄付ありがとうございます！
たるたに のりちか たるたに あけみ たるたに めぐみ
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●日　　時 ： 平成29年3月12日（日）10：00～12：30
●場　　所 ： 東区総合福祉センター5階
　　　　　　実習室(二葉公民館)
●対　　象 ： 東区在住、18才以下の障がい児とその家族

●定　　員 ： 先着10家族程度
●参 加 費 ： 無料
●申込み期間 ： 平成29年2月
　　　　　　13日（月）～17日（金）

参加者ボランティア募集!!

ひがしくボランティア通信No.107　2017（平成29年）.2

東区ちゃい
ちゃい

まつりとの
同時開催!

!

「春だ！まつりだ！みんなでクレープづくり♪」
東区障害児親子教室『ちゃいちゃいくらぶ』

子育て支援

地域支援

その他

はるかぜ

ゆいまーる

広島乳児院

東区地域福祉センター

乳児とのスキンシップなど

ぽっぽひがし受付、子どもの見守りなど

戸坂ボランティア虹

温品福祉ボランティア“ぬくもり”

戸坂地区

温品学区

ボランティアやまびこ 上温品地区地域の福祉活動支援
・子育て支援　・高齢者支援
・障害者支援　・登下校の見守り
・ボランティアセンター開設など

高齢者支援関係 牛田新町女性会神田山長生園訪問グループ

寿老園訪問グループ

神田山長生園

(特養) 寿老園

ひまわり会

神田山長生園への交流訪問

寿老園入所者への支援

一人暮らし高齢者との交流 尾長学区集会所

精神障害者支援

聴覚障害者支援

視覚障害者支援

東
区
手
話
サ
ー
ク
ル
連
絡
会

障
害
者
支
援
関
係

手芸ボランティア

ハートフルボランティアとりの巣

中山福祉センター

東区地域福祉センター

NPO法人 広島市要約筆記サークルおりづる東支部 東区地域福祉センター聴覚障害者の情報保障のための要約筆記など

手話学習会イーストハンズ 東区地域福祉センター

手話サークル金曜たんぽぽ 広島市心身障害者福祉センター

手話の学習・普及
聴覚障害者への理解

手話サークル火曜たんぽぽ 広島市心身障害者福祉センター

手話サークルＷａ 温品公民館

手話サークルおやゆびひめ 戸坂公民館

手話サークルつくしんぼ 二葉公民館

手話サークルゆびの輪 牛田公民館

手話サークルほおずき 牛田公民館

はぐくみの里支援、バザー製品(手芸品)の製作

精神障害者への支援活動など

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）

東区内

寿老園・JR広島病院・東区地域福祉センター

高齢者、障害児者、乳幼児への支援活動など

車椅子メンテナンスなど

ボランティアサロン「パソコン道場」

JR広島病院ボランティアグループ「スマイル」

東区地域福祉センター

JR広島病院

初心者、高齢者、障害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

東区録音ボランティア 東区地域福祉センター

点訳・点訳技術の学習・視覚障害者への理解など

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

牛田公民館

東区地域福祉センター

視覚障害者への音訳物による情報の提供
（録音CD・テープ作り）

地域/活動場所活動内容グループ名区分

●グループ 一覧 東区内には、さまざまなボランティアグループがあります。
各グループに関する問い合わせは、東区社会福祉協議会まで。

東区ボランティアセンターに登録しているグループ

東区ボランティアセンターって？

　「ボランティアやってみたいけど‥」「ちょっとのお手伝いがあればとても助かる‥」
そんな時、一度ふらっと東区ボランティアセンターに立ち寄ってみませんか。
　東区ボランティアセンターでは福祉に関するボランティア相談・情報等を発信しています！
　まずはゆっくりお話ししましょう。
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東区障害児者グループ連絡会ペーパー　2017年2月　No.15東区障害児者グループ連絡会ペーパー　2017年2月　No.15

ちゃいちゃいパークちゃいちゃいパーク

●1 NPO法人 つくしんぼ作業所 施 設●1 NPO法人 つくしんぼ作業所 施 設●1 NPO法人 つくしんぼ作業所 施 設●1 NPO法人 つくしんぼ作業所 施 設

●3 社会福祉法人 はぐくみの里 施 設●3 社会福祉法人 はぐくみの里 施 設●3 社会福祉法人 はぐくみの里 施 設●3 社会福祉法人 はぐくみの里 施 設

東区障害児者グループ連絡会『ちゃいちゃいパーク』とは…
障がいのある方々、家族、ボランティアなどで構成される「障害児者自主グループ」と施設等の輪を広げ、情報交換できる場をとして、
年に2～3回、会議を開催しています。東区障がい青年のつどい『さんSunくらぶ』の企画や広報誌を発行しています。

人と人との
つながりを大切に
ずっとこの地域で
暮らしたい！！

つくしんぼ作業所（就労継続支援B型事業）
つくしんぼのお店 桜ヶ丘店（地域交流の場）

 及びアンテナショップ

施 設 名

広島市東区戸坂くるめ木2丁目12-15
TEL：082-220-2330　FAX：082-537-0557
ホームページ：http://tukushi-hesaka.com/

住所・連絡先

軽作業やレクリエーションを一緒に取り組んでもらえる方！

多機能型就労支援施設ワークプラザひがし
（就労移行支援事業、就労継続支援B型）
地域生活支援センターぬくもりのサロン
（相談支援事業、地域活動支援センターⅠ型）

施 設 名

広島市東区温品町字森垣内510-1
TEL：082-289-6088　FAX：082-289-6011
ホームページ：http://hagukuminosato.jp/

住所・連絡先

ボランティア募集!!

●4 NPO法人 スマイル中山 施 設●4 NPO法人 スマイル中山 施 設●4 NPO法人 スマイル中山 施 設●4 NPO法人 スマイル中山 施 設

利用者と共に活動してくれる方!
活動内容：食事作り、内職作業、園芸活動、健康麻雀や将棋など

フリースペース・スマイル中山
（地域活動支援センターⅢ型）

施 設 名

広島市東区中山中町６番４８号
TEL/FAX：082-280-5453

住所・連絡先

ボランティア募集!!

●2 社会福祉法人 交響 施 設●2 社会福祉法人 交響 施 設●2 社会福祉法人 交響 施 設●2 社会福祉法人 交響 施 設

作業所の仲間と一緒に仕事や活動をしてみませんか？
詳細はHPをご覧ください！

第一・第二きつつき共同作業所
うぐいす共同作業所（生活介護、就労継続支援B型）
きつつき第三作業所（地域活動支援センターⅢ型）
ベーカリーカフェ SOARきつつき（就労継続支援B型）

施 設 名

広島市東区戸坂南1丁目27-2
TEL：082-229-7005　FAX：082-229-7008
ホームページ：http://www.koukyou.or.jp/
メールアドレス：kitutuki@koukyou.or.jp

住所・連絡先

ボランティア募集!!

　人と関わること、一日を楽しく過ごして帰ることを大事に
しています。モットーは「自分らしく」!!

　地域の中で仲間づくりをし、お互いささえあいながら、仕事に生
きがいを持ち、「ずっとこの町で暮らしたい」という願いを持って頑
張って働いています。

ほーぷデイサービスセンター
（放課後等デイサービス・地域活動支援センターⅡ型）
ほーぷ居宅介護支援センター

施 設 名

広島市東区光町2丁目9-30竹本ビル2階 201号
TEL/FAX：082-567-6603
ホームページ：http://www.frees-hope.or.jp/

住所・連絡先

●5 NPO法人 ふりーす 施 設●5 NPO法人 ふりーす 施 設●5 NPO法人 ふりーす 施 設●5 NPO法人 ふりーす 施 設

　障がいがある人、支援する家族も安心して暮らせる社会へ。
どの活動も地域で生活することを大きな柱として行っています。



6

●子ども会
●青 年 部

●区　　会

３月１２日(日)　『春だ！まつりだ！みんなでクレープづくり♪』
２月１２日(日)　市育成会青年部 交流会(おたのしみ会)へ参加
３月１９日(日)　てくてく歩こう
２月１０日(金)　金丸先生相談会
３月  ３日(金)　来年度予定決め・役員決め

●2月19日（日）
　フィットネス・昼食・懇談
●3月12日（日）
　東区ちゃいちゃいまつり出店

２・３月活動予定

10月 青年部・金丸先生を囲んで食事会

『さんSunくらぶ』とは
…東区障がい青年のつど

い

　東区在住または東
区障害児者グループ

連絡会に所属し

ている団体のメンバー
で、18才以上の障が

いのある方を対

象に、年に2回、行事
を開催しています。障

がいの種別や

年齢を超えた地域の
仲間作りをするととも

に、ボランティ

アとの交流を通じて、
地域で暮らすための

つながり作りの

場となることを目的に
企画しています。

　東区民生委員児童
委員協議会のご協力

のもと、民生委員さん
がボランティアとして

企画をサポートしてく
ださっています。

次回は
2月26日（日）

恋ダンスf
春よ来い!鯉!
恋ダンスf

●9 牛田ウルトラマンキッズ 自主グループ●9 牛田ウルトラマンキッズ 自主グループ●9 牛田ウルトラマンキッズ 自主グループ●9 牛田ウルトラマンキッズ 自主グループ

親子(未就学児～40代)
21世帯(42名)、ボランティア

メンバー

クッキング、バスレク、季節行事、
工作、フィットネスなど

活動内容

毎月1回
日曜日（10～15時）

活動日時

牛田公民館など活動場所

11名（50～80代）メンバー

定例会（第2水曜日）、フォークダンス（第4水曜日）
※いずれも10～12時

活動内容

東区総合福祉センターなど活動場所

1,000円年 間 費

●8 もこもこくらぶ 自主グループ●8 もこもこくらぶ 自主グループ●8 もこもこくらぶ 自主グループ●8 もこもこくらぶ 自主グループ

中学生～30代まで1１世帯、
ボランティア 全2３名
（メンバーの主な居住地域：二葉中学校区）

メンバー

クッキング、レクリエーションなど活動内容

第2土曜日活動日

中山福祉センター、心身障害者福祉センター活動場所

●10 東区心身障害児者父母の会 親の会●10 東区心身障害児者父母の会 親の会●10 東区心身障害児者父母の会 親の会●10 東区心身障害児者父母の会 親の会 ●11 手をつなぐ育成会
東区支部 親の会

●11 手をつなぐ育成会
東区支部 親の会

●11 手をつなぐ育成会
東区支部 親の会

●11 手をつなぐ育成会
東区支部 親の会

親子20世帯（年齢制限無し）メンバー

 6 月 クッキング&レクリエーション
11月 外出行事
12月 クリスマス会
 3 月 東区ちゃいちゃいまつりに参加
※年4回程度、上記の月頃の週末に活動

活動内容

東区総合福祉センター、
心身障害者福祉センターなど

活動場所
東区
全域

東区
全域

東区
全域

\11月 弥山登山に行きました(^^♪/

●7 東区視覚障害者
茜とんぼの会 自主グループ

●7 東区視覚障害者
茜とんぼの会 自主グループ

●7 東区視覚障害者
茜とんぼの会 自主グループ

●7 東区視覚障害者
茜とんぼの会 自主グループ

本人10名（10～40代）、保護者10名、ボランティア1名メンバー

月2回 水曜日
19：30～21：00

活動日時うたごえ教室活動内容

盆踊り、体育祭、クリスマス会など
地域のまつりにも参加

年間行事

戸坂福祉センター活動場所

●6 つくしんぼの会 自主グループ●6 つくしんぼの会 自主グループ●6 つくしんぼの会 自主グループ●6 つくしんぼの会 自主グループ

　知的障害児者本人及び家族の会です。障害児向け子ども会(季
節行事・サマースクール等)や、障害者向け青年部(クッキング・カ
ラオケ・食事会等)そして、保護者向け区会(講師を招いて勉強会・
民生委員さんとの交流会・施設見学等)を企画運営しています。　

　本人たちの楽しめる企画を中心に、
活動2１年になります。

　東区に住む障害児者とその家
族が地域の中で行事に参加しな
がら一緒に育ってきました。興味
のある方は随時お問い合わせく
ださい。

　つくしんぼ作業所と共に、メンバー達が地域で生活してい
くために、地域の方達との交流と余暇活動を行っています。 　人生中途で視覚にハンディを持つことになった方たちが「せっ

かく近くに住んでいるのだから、もっと交流したい」とのことで発
足し、各種行事や社協の行事に参加しています。

　気軽に参加できる活動を始めて24年。
幅広い年齢の会員が、ボランティアさんと
「みんなで楽しく、わいわい」活動しています。

　群れをなしてスイスイと
飛んでいる「茜とんぼ」の姿
から「明るく、楽しく、たくま
しく生きたい」との願いを込
めて命名しました。あれから
10年、あっという間の出来
事でした。

茜とんぼの会10周年記念
おめでとうございます！

２・３月活動予定
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