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申込み・問合せ
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）

TEL：（082）263－8443　FAX：（082）264－9254
ホームページhttp：／／www．Shakyo－hirOShima．jp／higashi／

〃事 案匪憲妙策 ＿繹雑態撥諮 l �　　　　　匁ぬ 　　　　　‾も前〆‾ 　　　　　徹 ；各地で相次ぐ地震や土砂競れ。もしも、今日、災害が起こったら…。 mlO代の自分たちだからできることをみんなで楽しく考えてみませんか？ 

・　匪1－－1蟻－　一言∴塵一、鞭＝浩一詰1－‾上蔀二審露搬一読111－1詰圏≡詰＝詰轟一二圏嵩高諒読聴二＝‾1－1竃二諒闇i二詰一一一三日．詰．－．＼－細田∵＝iii圏田∵講師怒ぎ　ー　　一　一 ���� 

7／27（木） 10：00－15：00 �①「災害って？」 �イメージを話し合います。 �広畠県自主院災アドバイザー 　よこやま 　横山ゆかり氏 

②「実際の災害現場では…」 �8．20豪雨災害についての話。 

7／28（金） 10：00－12：00 �③「どうする？こんなとぎ‥」 �災害を想定したゲームを体験します。 �広畠県自主院災アドバイザー 　富永正稔氏 

7／29（士） 10：00－15：00 �④「わたしたちにはこんなことができます！」 �2日間で学んだことの報告会。 

⑤「これからどうする？」 �災害食を食べながら振り返り会。 

対象：東区在住または東区内の高校に通う高校生など　　場所：東医総合福祉センター　　協力：尾長蝿医社会福袖協議会（予定） 
定員：20亀　　参舶嚢：無料∴∴参舶輯込：7月4（金）まで 

ボランティア♪イントロ講座♪　紫諸たいけ㌣」と思っひる方へ 
園田圏圏　臨田詞圏関配　　　　　　　　　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二間圏舐　　　　　　　　　　　　　　　　　募網田宮　　　　　　　田臨講霞一一荘園 

9月4日（月） �HUG（避難所運営ゲーム） �広畠県自主院災アドバイザー �東区総合福祉センター �40名 �∴ ； － ∴∴ ；： ∴ 

10：00／－12：00 ∴ ��富永　正稔　氏 �3階　大会議室 
∴∴ 鳥∴曲二言； 

舞子卑語楽日　共催：東区タイムボランティアふれあい・東区社会福祉協議会参加費：無料（事前に参加申込が必要） 翠ノ　緑∴∴毒 ����！。ii需諸 ∴∴ 　　∴ 

轡∴∵‾‾　ボランティア活動で‘’役に立つ＆楽しい「’‾テーマをそれこもりにした講座で �����。1回のみの参畑も大歓迎です∴ 
∴遥額灘緩 

「≡i藍≡‾ii掻轟撥i＿ii‾i羅諒 �詰ii三＿詰諒華謹融薫露語諒諒諒‾一語詰 �二品結語iri浩二華諒溺 �轟結i撥i二轟ii諒‾－雷詰 �詰冨田，国電耀∴藤一．iii，i詰享子　∴ ��記聞言 

7月14日（金） �応急処置 �日本赤十号 �各社広罵県支部 純一氏 �東区総合福祉センター ��40名 

10：00～12：00 �～救急車が来るまでに何ができるか～ �やまた 山田 ��4階　ボランティア研修室 

8月21日（月） �安心して逝くために �広島公言 �正人合同役場 ＼原浩司氏 �東区総合福祉センター ��50名 

10：00～12：00 �～遺言の書き方～ �公証人l」 ��3階　大会議室 

9月28日（木） �白い杖SOSシグナルを 知っていますか？ �東区視覚障害 �者茜とんぼの会 　　かいひろしま ナルをひろめる会広島 �東区総合福祉センター ��40名 

10：00－12：00 ��しろ　　つえ ��3階　大会議室 ～視覚障害者への理解～ �白い杖SOSシク 

園豊新冨田『ちやいちやいくらぶ』蔓休機教室ボ講義アも 　　　　ふら一つと）スタンプラリー 

対　象東区在住の18歳以下の障害児とその家族 　（原則親子参加・ぎょうだいの参加大歓迎） �冨田；謂圏開園日国電報国陸田圏寓語田園報国報国円田円田圏邑開朗 ��� 
8月8日（火） �最強！しんIぶんし �東区総合福祉センター 3階大会議室 � 

参加賞無料（お弁当を注文する場合子とも400円・大人500円） 参加申込7／10（月）～14（金） 定員60名 　※午前のみ、午後のみの参加も可能です。 共催広畠市手をつなぐ育成会東区支部・東区IM郭草書児者父母の会・ �10：30－12：00 �（新聞紙を使ったゲームなど） 

12：30－13：30 �　保護者交流会 （子どもは隣の部屋で遊べます） 

14：00－16：00 �ぐるぐるゲームラリー 

東区障害児のためのサマースクール・東区社会福祉協議会 �※入退室自由 �（昔遊び、工作など） 

亘告 �東区陣がい青年のつどい 「さんSunくらl対 �日にち：平成29年9月24日（日）行き先：せら夢公園 内容：バスツアー（グラウンドゴルフ、散策、バーベキュー、ワイナリー見学など） 対象：東区在住の18歳以上の障害者（高校生不可） 詳しくはチラシなどでお知らせします。変更がある場合がありますので、ご了承くたさい。 

※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。

田

＜編集・発喬・聞合せ＞

翻　講も開幕茄細魚塞回読葎蛋麗辞轄違航

広島南東区社会福祉協議会

社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会／広報委員会　昔監暁の繊維鰯織雛舗静観難の繊維耀曲鑑艶
〒732－8510広島市東区東壁屋町9－34東区総合福祉センター4階　E－ma冊igashi＠shakyohiroshima－City．0r．JP http：／／VW．Shakyo－hiroshima．jp／higashi／

社会福祉協議会（以下、社協）は、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指して、

地域福祉を推進する民間団体です。

単身高齢者の見守りや障害者の社会参加など、制度での対応が困難な福祉的課題について、住民や

当事者をはじめ各種団体等との連携や働き掛けによる、解決に向けた助けあいの仕組みや環境

づくりの支援などを主な業務としています。

社協は、社会福祉法に基づいて全国・県・市区町村に系統的に組織され、広島市域では概ね小学校区を

単位に任意団体として138の地（学）区社協が設置されています。

東区には13地（学）区社協があり、地域住民や町内会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ等の

団体で構成されています。

東区社協では、地（学）区社協とともに「新・福祉のまちづくり総合推進事業」（※）等を通じて、

住みよい地域づくりに取り組んでいます。

…高齢者等、気がかりな方を地域で見守る仕組みづくり

…住民の交流を通じて行う地域のつながりの場づくり

…住民同士による助け合い（近助）の仕組みづくり

住民による地域活動の申恥組織として、各地（学）区社協は、様々な活動鮭破り組まれています。

今後、ふくしだよりでも琶地区の撹窪の活動状況等だついて改めてご紹介しそいく予定です職

この広報紙は皆様からいただいた奨励会費と赤い羽根共同募金の配分金により作成しました。
固
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広畠市では平成29年4月から、介護保険制度の事業として、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、介護予

防と自立した日常生活を送ることを支援する「介護予院・日常生活支援総合事業」が開始されました。

この事業では、これまで要支援者に全国一律の基準で提供されていた介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）

及び介護予防適所介護（デイサービス）について、要支援者及び事業対象者に広嵩市の基準によるサービス提供を行うと

ともに、地域住民による支え合いの活動を充実させるため、関係機関と連携して「地域づくり」の更なる活性化を

図る「生活支援コーディネーター」を各区社協に配置しています。

生活支援コーディネーターは地域の実情に合わせた新たな活動の創出や坦い手養成等の資源開発や関係者との

ネットワーク構築等行っていきます（広島市社協受託事業）。　　　　　　　　　　　’、緯

これからも、社協は地（学）区社協をはじめとした地域で活動する皆様を

応援し、より一層、地域福祉活動を推進していきます。

軍織豊9華麗

「地域福祉活動第6次5か年計画」の最終年として、
計画の成果・課題を精査し次期計画に向けて取り組みます。

たすけあいのまちをつくります　　　鱒

（1）小地域福祉活動の推進
●「近隣ミニネットワークづくり」高、れあい・いきいきサロン設置」

「地区ボランティアバンク舌動」支援による福祉のまちづくり推進
●福祉のまちづくりプラン策定支援　●地区社協拠点整備への支援ほか

（2）福祉教育の推進
●学校、地区社協等の福祉体験学習協力
●青少年福祉活動体験事業の実施

（3）たすけあう活動の推進と発信
●ボランティア講座及び研修会、ボランティア相談及び活動調整の実施
●ボランティア舌動機材の整備、貸出等　●広報紙発行等による情報発信
●福祉のまちづくり公開講座の実施

一人ひとりのくらしをささえます

（1）相談援助機能の強化
●総合相談事業　●自立相談支援事業との連携
●緊急一時食品提供及び各種貸付事業への協力

（2）権利擁護の推進
●福祉サービス利用援助事業への協力

（3）支え合いの輪づくりの支援
●在宅介護者の集いの開催　●障害児者団体活動・行事支援等

（4）新たな地域の仕組みづくりの推進
●子育て支援等への取り組み支援

東区の地域特性を反映した独自事業推進ほか鱒
●救急医療情報キットの整備　●東区地域福祉センター・温品福祉センターの

指定管理　●障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

醇戯盆㊨範麿

サービス区分間繰越金収入　前期末支払資金残高　　会費収入

懲円　　§鷲之， ����123円1・091，001 　　　　寄阿 ＼＿ ，022円 ���� � 

円 � � �毛＿登頂箱書 i≡i嵩所白墨狛 �i功嵩高　＿ �寝共同募金呑む）継 

計87，344，386円
次年度繰越額

8，617，624円

助成金収入

500，000円

貸付事務事業

2，073，000円

障害者（児）社会参加支援
ガイドヘルパー派遣事業

6，419，263円

自立支援相談援助事業

153，000円

磐多主我
4，020，497円

共同募金配分金事業

514，787円

＼ 品i福祉三重芝 �穿一 � � 

事業詰 � ��法蚊運営善業 

8離談狗魅捌円 

∴「： �� 

要塞－ 

∴ � �� 

企画・広報事業

383，141円
部会・委員会事業

14，787円
広島市東区
地域福祉センター

高齢者福祉事業等　役職員研修事業　地区社協育成事業　指定管理事業

649，725円120，228円6，728，349円5，512，107円

計87，344，386円
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●開催日時　平成29年8月23日（水）13時～16時

●場　　所　東区総合福祉センター4階（東区東壁屋町9番34号）

●相談内容　親子関係、多重債務、破産、過払い金取戻し、土地のトラブル、

離婚、相続、少年事件など

●相談時間1人30分

●定　　員　6人（東区在住の方が優先です）

●申込先　東区社会福祉協議会（電話またはFAXで）

●申込開始　平成29年7月24日（月）8時30分から

広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ適切な　●その他　受付後「法律相談予約受付票」をご提出いただきます。

助言、援助を行い、地域住民の福祉増進を図ること　　　　　　代理人による申込は、ご遠慮ください。

を目的として、弁護士による法律相談を開催します。　　　　　※内容によってはお受けできない場合もあります。

回

東区社会福祉協議会では、誰もが住みよい東区の実現に向けた、地域の取り組みを支援しています。

平成28年度1年間の入金状況は、566，000円でした。平成29年4月1日～6月末日の入金状況は146，000円です。

地域の福祉活動を継続するための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。
何日でもご加入いただけます。

一口1 000円 一口3 000円 一口10 000円

賛助会員ご入会ありがとうございます

【福田地区】

【上温品地区】

【温品学区】

【中山地区】

【東海学区】

【戸坂城山学区】

【戸坂学区】

【牛田学区】

【尾長地区】

小倉　　昇
いわもと　　いくこ

岩本　郁子

大武　房枝
いけもと　　しんじ

池本　真二
かわかみ　　ひさこ

川上　喜子

匿名1名
いなとみ　　さちよ

稲富　幸代

匿名1名

村田　耕治

安達いずみ
いした　みえこ

石田三枝子
こじり　　しんや

小尻　晋也
もりひら　　しげあき

森平　茂章
いしもと　　たみこ

【矢賀学区】　石本　民子
やぶの　　ゆきえ

薮野　幸枝
とくていひえいりかつどうほうじん　　　としよ

こだま　　ごろう

児玉　吾郎

黒木　萬年
こぼやL L

小林トメ子

泉尾美津子
こさか　　のりこ

小坂　典子

田中　艶子

匿名1名

匿名1名
えくち　　　まき

江口　真紀
しょうとう　　さちこ

正藤　祥子

八木　泰子
おおた　　まさのり

大田　正憲
やまもと　　かすと

山本　和登
いえ

特定非営利活動法人お年寄りの家ことぶき

松野クリニック　　すみよし内科クリニック
うまきちくしやかいふくしぎょうざかい

郵便振替口座01380－6－77585 � 
社会福祉法大庄島高桑区社会福祉俄 �議会 

平成29年1月1日～
平成29年6月末日現在（敬称略）

しらたか　　ゆきえ

白鷹　之枝
くわばら

桑原　りえ
たけうち　　あきこ

竹内　明子
いわざき　ゆみこ

岩崎由美子

西野　　忍

橋本　文枝

鴨下　康子
しんちょう　　しすお

新長　静夫
やましう　まさゆき

山城　政之
せら　　ただよし

世羅　忠好

たくしげ　　ひでき

宅重　英輝
たはら　　かつゆき

田原　勝行

うえむら　　　ひろし

植村　　博

古谷　結美

みなと　　きみこ

漢　書美子

かわはら　ひろゆき

河原　博之
たかはし　　けいこ

高橋　恵子

匿名10名

演吉　計守

つじ　　　　ひでし

辻　　秀司
まったに　　みきお

松谷　幹雄

おかだ　　ひろこ

岡田　宏子
まつうら　　みつえ

松浦　光江

匿名1名

木下　政治
はらだ　　みきた

原田　幹太

福本　哲心

山本　愛子

柿木　明雄
まつうら　　　かおる

松浦　　薫

くわの　　やすあき

桑野　恭彬
もりひら　　えっこ

森平　悦子

講義∴業

とくていひえいりかつとうほうじん

特定非営利活動法人ふり－す

ひがしく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゆけい

馬木地区社会福祉協議会　（東区ボランティアセンター登録団体）東区タイムボランティアふれあい　手芸ボランティア
ひがしくしか〈しょうがいしやあかね　　　　　かい　　　やが　ちょうめちょうなし凪小∴∴∴なかやまじよせいかい　　へさかしろやまじょせいかい　　　ひろしましとうろくしやようやくひつきへんぎょうがい

東区視覚障害者茜とんぼの会
ひろしまし　　　　　きょうかいひがしくLli＼

広島市ろうあ協会東区支部

賛助会費の使い道・・・…・・…

矢賀6丁目町内会　　中山女性会　戸坂城山女性会　広島市登録者要約筆記勉強会

広島市要約筆記登録者の会　　人工内耳友の会［ACITA］広島支部

皆様からお寄せいただいた会費は、地域の福祉活動を継続する大変重要な財源となっています。誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らしていける「福祉のまちづくり」の実現への取り組みに活用させていただき、東区にお住いの皆さんに還元しています。
例えば、近隣ミニネットワークづくり（見守り活動）、ふれあい・いきいきサロン設置・運営、地区ボランティアバンク活動、

救急医療情報キットの普及・啓発活動、障害者とその家族の地域交流活動支援などです。下記で報告しているまつりもその一部です。

平成28年度索区もゃいちゃいまつり
一書よこい！カープとまつりで楽しみんちやい～

平成29年3月12日（日）に東区の障害児・者団体とボランティ

ア団体が中心となり、地域交流と相互理解を深めることを目的

に「東区ちやいちやいまつり」を開催しました。約700名の

方にご来場いただき、会場が真っ赤に染まりました。ステージ

発表や遊び・福祉体験、出店、被災地応援コーナー、どこのブー

スも笑顔が満開となり、一足先に春を迎えることができました。

また、当日実施した東日本大震災の募金活動では、16，299

円もの募金が集まりました。これを基に（株）にしき堂さんでお

菓子を購入し、福島県南相馬市社会福祉協議会へ寄付しました。

皆さま、ご支援、こ協力ありがとうございました。
※この事業は、共同募金や賛助会費の一部を充当して実施しています。
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この底部紙は皆様からいただいた鷲醜会費と拭い羽根共同募金の配分金によ卵脅威しました。、 田


