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～手話ボランティア入門講座～
手話とは、聴覚に障がいのある方にとって大切なコミュニケーションの手段の
1 つです。聴覚障がい者の生活について学ぶとともに、手話を活用したボランティ
ア活動を始めてみませんか！
開催日： 6 月 24 日（金） ～
日

時

内

7 月 22 日（金） 【全 5 回】

容

講師など

6 月 24 日（金）
１９：００～２１：００

「聴覚障がい者の理解」
手話体験・プチ手話実技

区社協職員など
手話サークル「りぼん」

７月 １日（金）
１９：００～２１：００

「ボランティアって何？」
手話学習

区社協職員
手話サークル「りぼん」

７月 ８日（金）
１９：００～２１：００

手話学習

手話サークル「りぼん」

７月１５日（金）
１９：００～２１：００

手話学習

手話サークル「りぼん」

７月 2２日（金）
１９：００～２１：００

手話学習
交流会

手話サークル「りぼん」
区社協職員

♥会場：広島市五日市公民館（佐伯区新宮苑１１－１４

TEL

９２２－８３３３

♥対象：手話に興味や関心のある方、初心者大歓迎。
♥参加費：300 円（テキスト代・その他）
♥定員：2０名（定員になり次第締め切ります）
♥主催：広島市佐伯区社会福祉協議会

♥協力：手話サークル「りぼん」

♥申込み・お問合せ：佐伯区ボランティアセンター

TEL

９２１－３３６０

FAX

９２４－２３４９

）

このたびは、ボランティアグループ「たいよう」の代表で、
「かけはし」
（福祉サービス利用援助事
業）の生活支援員の前田

桂子さんにお話しを伺いました。

Ｑ．ボランティア活動を始めたきっかけは？
Ａ．転勤族でいろいろな方にお世話になったので、広島に落ち着いたのをきっかけにボランティア
活動をしたいと思い、ボランティア入門講座を受講したことからです。
Ｑ．活動をして感じることは？
Ａ．人との関わりの大切さ、人のせいにしたり文句をあまり言わなくなったこと、「してあげる」
活動から「させてもらう」活動を意識するようになったことです。
Ｑ．最近、活動の中で嬉しかったことは？
Ａ．父が亡くなり休んでいた活動を再開したとき、支援している会員の方から励ましのことばや
心配していただいたことです。
Ｑ．これから活動する人へのアドバイスを・・・
Ａ．できる人が、できる時に、負担にならないよう、少し目標をもって
活動されたらいかがでしょうか。
***

ボランティアコーディネーターから一言 ***

４人のお子さんをしっかりと育てられた肝っ玉母さん的存在の前田さん。

（前田 桂子さん）

いつも前向きで、太陽のように明るくその明るさの中にみなさんが吸い込まれそうですよ。

ボ

「中央共同募金会」

ボ「被災地の子どもに絵本を届けよう！」

佐伯区社会福協議会の窓口に、東日本大震災
の義援金箱を設置しております。

「自分がもらって うれしい状態の絵本・
読み物」を、ある程度まとめて下記へ送って

毎月、まとめて「中央共同募金会」へ送金し
ております。個人でもグループでも受け付けて
おりますので、皆さんご協力ください。
皆さんの義援金は、中央共同募金会を経て各
県の被災者に配分されます

ください。
保育所・児童館などのルートで子どもたち
に届けてもらえます。
絵本の好きなお友達などに声をかけて、
ご協力ください。

設置期間：平成 23 年 9 月 30 日（金）まで
♥直接、振り込みを希望される方は、りそな、

送り先
〒984-0015
宮城県仙台市若林区御区 12-12-９
せんだい演劇工房・10-BOX 気付

三菱東京ＵＦＪ、三井住友、ゆうちょ銀行へ
どうぞ。同銀行の振込手数料は無料です。

「こども・えがおプロジェクト」
TEL 022-273-3788 （横田や）

＊地域福祉を支援する「わかば基金」
目

的：地域に根ざした福祉活動のためのボラン

＊シニアボランティア活動助成
目

的：シニア（60 歳以上）のボランティア活動

ティア活動を奨励するもの
対

を支援することにより、ボランティア活動

象：地域で福祉活動をすすめているグループ
やＮＰＯ法人

の振興と社会福祉に寄与すること
対

象：社会福祉推進の活動を行っているか、これ

助成金：第 1 部門（支援基金贈呈）
1 件につき

上限１００万円

から行おうとする個人もしくはグループ
内

容：高齢者福祉・障がい者福祉・子どもの健全

第 2 部門（リサイクルパソコン贈呈）
1 グループに原則 3 台まで

な心を養うための交流活動
助成金：第 1 部門（支援基金贈呈）

締切り：平成 23 年５月３１日（火）
問合せ：〒150－0041

1 件につき

原則１０万円

締切り：平成 23 年５月３１日（火）

東京都渋谷区神南１-４-１第７共同ビル

問合せ：〒５50－00０２

「わかば基金」係

大阪市西区江戸掘１－２－１

ＮＨＫ厚生文化事業団ホームページ参照

大同生命大阪本社ビル内

★過去の助成団体

公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局

要約筆記・点字・音声訳・知的障がい者小規模

TEL 06―6447－7101

作業所・精神保健ボランティア施設訪問（紙芝

FAX 06－6447－7102

居）・認知症防止パソコンでミニコミ誌作成など

大同生命厚生事業団のホームページ参照

ご縁がありまして

♦よろしくお願いします♦
桑津 英二 ・ 佐藤 哲規 ・ 白石 香織
佐々木 恵子（安佐北区社協から異動）
梶原 千里 ・ 山崎 貢 ・ 本島 亜希
三上 恵利子 ・ 常光 浅美 ・ 重谷 准子

佐伯区社協へ異動にな
りました。わからない
こともありますがよろ
しくお願いします。
佐々木 恵子

♣お世話になりました♣
河野

伸良

（市社協の福祉課）

・

米谷

千亜希

（退職）

ど 気
う 軽
ぞ に

ミニテニスのパートナー
障がいのある子ども達と触れ合いながら、体を動かしてみませんか！！！
日
場
人

時：①平成２３年５月１５日（日）１４：００～１５：３０
②平成２３年６月 ４日（土）１０：００～１１：３０
所：佐伯区スポーツセンター（佐伯区楽々園 6-1-27）
数：各 10 名程度

主

催：広島市手をつなぐ育成会
佐伯支部 学親会
♣送迎が必要なときは、申込み時にご相談ください。
申込み・お問い合わせは、佐伯区ボランティアセンター

「青い鳥郵便はがき」の
無償配布について
郵便事業株式会社は、身体障がい者及び知的
障がい者に対する国民の理解と認識をさらに高
めることを目的として、重度の身体障がい者及
び重度知的障がい者の方で希望される方へ、青
い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便
はがきを入れて無料で配布しています。

ガンバルーンの貸し出し
について
「介護予防」や「ガンバルーンゲーム」で
おなじみの「ガンバルーンボール」を 15 個
と空気つぎ 1 個を貸し出します。
いきいきサロンや地区ボランティア健康増
進などでご利用ください。
お問い合わせは、佐伯区ボランティアセン
ターへ

受付期間：平成 23 年 5 月 31 日（火）
配布対象：重度身体障がい者（１又は 2 級）
重度知的障がい者（療育手帳Ａ又
は 1 度、2 度）
配布枚数：一人につき 20 枚
申請方法：住所または居所のお近くの郵便局
で申込み用紙に記入、窓口に提出する。
お問い合せ：各郵便局まで

９２１－３３６０

０８２（９２１）３３６０

