平成 23 年５月

＜編 集 ・ 発 行 ＞

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが活動の幅を広げるための支援をしています。
第１部門（支援金贈呈）
対象：地域で活発な福祉活動をすすめ、この支援金で
より活動の輪を広げたいというグループ。

対象：パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉

・およそ 10 グループを支援予定

るグループ。

NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ビル

〒732-8510 広島市東区東蟹屋町 9－34
東区総合福祉センター4 階
TEL （０８２）２６３－８４４３
FAX （０８２）２６４－９２５４

活動に取組み、台数を増やすことで、より高齢
者や障害のある人に役立ち、活動の充実を図れ

申込・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

第２部門（リサイクルパソコン贈呈）

・１グループにつき、最高 100 万円

143 号

E-mail : higashi@shakyohiroshima-city.or.jp
http://www.shakyo-hiroshima.jp/higashi/

・１グループにつき、ノートパソコン３台まで
・総数 50 台～100 台を支援予定

募集期間：平成 23 年 4/1～5/31

電話：(03)3476-5995（平日 10:00～18:00）

はじめに東日本大震災でお亡くなりになりました多
くの方々のご冥福をお祈り申し上げます。
朝日のまち東区から夕日のふるさと西区へ
本年４月１日付けの人事異動により西区社協事務局長
を拝命しました。
東区社協では、３年間という短い間でしたが、福祉の
まちづくり事業の推進や福祉のまちづくりプラン策定事
業、東区ふくしまつり、福祉センターまつりなどを通じ
て、地域の皆様、ボランティアの皆様には大変お世話に
なりました。
東区社協には平成 20 年度から５年間の辞令を受けて
まいりましたので、今年度は、５次５か年計画の見直し
とともに、東区社協で皆さんとともに様々な活動をすす
めたいと思っていた矢先の異動で、心残りなことが多々
ありますが、後任の方の活躍に期待をさせていただきた
いと思います。
これからは、東区で学んだことを振り返りながら、支
え合いのまちづくりに取り組んでいく所存です。
なお、昨年６月には、突然の体調丌良により皆様には
ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためてお
詫びいたします。
今後とも、皆様方には何かと御助力を賜ることがある
と思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
西区社協事務局長
井東 芳男
□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□

安佐北区から異動してきた渡邊です。どうかよろしく
お願いいたします。

音訳ボランティアとは、目の丌自由な方々に「声」で情報をお届けする活動です。音訳の基礎はもちろん、

中国ブロックの社協は、4 月現在、宮城県の社協を支
援することとなり、現時点では岩沼市災害ボランティア

目の丌自由な当事者の人、実際に音訳ボランティアをしている人のお話なども聞けます。
締め切り間近！若干名募集中です！

センターに東区からも職員 2 名が応援に派遣されまし
た。担当者丌在でご丌便をおかけしたこともあろうかと

日

思いますがご理解くださいますよう、また、今後ともご

場 所：東区総合福祉センター ４階 ボランティア研修室など

協力いただきますようお願いします。

対

東区社協事務局長 渡邊 徳彦
□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□
はじめまして。この４月から東区社協に異動になり,
よしかわ

お世話になっております吉川と申します。
今までは、市社協におりましたので、私にとっては、
初めての区社協での勤務となります。
まだ４週間という短い期間ですが、今までよりも、よ

時：平成 23 年５月 11 日～6 月 29 日

毎週水曜日 10:00～12:00（全８回）

象：音訳ボランティアをこれから始めようという人、または現在活動されている人
※東区内で活動しようと思っている方を優先させていただきます。

内 容：音訳ボランティアグループの活動内容、視覚障害当事者のお話、
音訳実技、デイジー機器操作方法、交流会など
募集人数：残り数名（定員 20 名）
参加費：無料
共 催：東区録音ボランティアグループ／音訳ボランティアそよ風の会／東区社会福祉協議会

り皆様方に近い業務であることを実感しております。
仕事の内容につきましては、指定管理事業・自主財源
の確保・庶務・貸付事業・児童福祉事業・・・等々です
が、一つひとつ早く覚えて、皆様にご迷惑をおかけしな
いように、また、地域の方々とも関わっていけるよう、
余裕を持って仕事が出来るようになりたいと思います。
年はとっていますが、それを武器として頑張りたいと

私は３月末をもちまして定年退職となりました。東
区ボランティアグループ連絡会役員の皆さまをはじ
め、ボランティアの皆さま、ありがとうございました。
ボランティアの皆さまには“東区ふくしまつり”福
祉バザー等で大変お世話になりました。皆さまのパワ
ーにはいつも頭が下がる思いです。また、お会いする
度に皆さまの笑顔に励まされました。これは、どの区
社協でも共通に感じました。
私もこれからの人生を生きる上で、皆さまのように
笑顔でいきたいと願って参ります。皆さま、ありがと
うございました。
井上 眞弓

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
東区社協 吉川 清司
□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□
はじめまして。4 月から東区社会福祉協議会で「総合

「発達障害ってどんなもの？」
「どう関わればいいの？」等、その特性を理解しながら、スムーズなコミュ
ニケーションのポイントなどを考えてみましょう。

日時：平成 23 年６月６日（月）

10:00～12:00

相談員（トータルコーディネーター）」として働かせてい

会場：東区総合福祉センター

ただいております木村です。

内容：発達障害者の特性の理解、関わり方など

東区の皆さんが安心して生活できますよう精一杯勤め
ていきたいと思っていいます。至らぬことも多々あると
思いますが、どうぞよろしくお願いします。
東区社協 木村 正江

４階 ボランティア研修室

＜各講座の申込・問合せ先＞
東区社会福祉協議会

講師：子ども療育センター 地域支援室 相談員 鈴木 秀穂 氏

TEL：263－8443

主催：東区社会福祉協議会

FAX：264－9254

共催：東区タイムボランティアふれあい

二葉園とは、広島市こども療育センター内（東区光町）にあ
る就学前の肢体丌自由の子どもが親子通園をしている施設で
す。専門的な支援を基本に、子どもたちの成長を促すあそびや
生活づくりを日々行っています。そんな子どもたちを理解し、
成長を見守ってくださるボランティアさんを募集しています。
ボランティア活動で

“役に立つ＆楽しい！” テーマを てんこもり にした講座です。ボランティア

だけでなく、毎日のいろいろな場面で役に立つ「コツ」も満載です。１回のみの参加も大歓迎です。

“障がい”ってなんだか難しそう…って思っていませんか？そんな丌安は、子どもたちの笑顔が吹き飛
ばしてくれます。障がいの基礎知識から個別の関わり方まで少人数で学べます。楽しく、深～く学べる
講座を受講してみませんか？参加費は無料です。
日 時：６/14（火）・11／29（火） 9:30～12:00 ※１回のみの参加でも可能です

講師：ケアウイング曙

施設長

門田 正久 氏

★ 「テレビを見ながら～」「家事をしながら～」
“ながら体操”が続くコツ！

会 場：東区総合福祉センター ３階 大会議室３
内 容：
「二葉園」の地域療育への参加・学習会
申込〆切：開催日の前日午前中まで

★ いきいきサロンで使える技
※ 動きやすい服装でご参加ください。

肢体丌自由児にとって、陸の上ではなかなか経験しにくい全身運動を、プールに入って水の浮力を
利用することで、容易に体験することができます。また、友だちや大人と楽しく遊び、人との関係が
豊かに広がっていくことを目的に取り組んでいます。

講師：五月が丘ボランティアバンクの皆さん
★ 古新聞がステキなバッグに大変身！

事情により保護者がプールに入れない場合に、子どもさんと

＜申込・問合せ先＞

一緒にプールに入って活動支援をしてくださるボランティアさん

広島市こども療育センター

を募集しています。

＜持参物＞ はさみ、スティックのり

二葉園
TEL：(082)263-0683

場 所：広島市心身障害者福祉センター プール（東区光町）
日 時：毎週金曜日 10:00～11:30（月１回でも可）

（内線 522）
担当：土細工（どざいく）

持参品：水着など

会 場：東区総合福祉センター ３階
参加費：無料
備 考：定員になり次第締め切ります
主
共

大会議室

催：東区ボランティアグループ連絡会
催：東区社会福祉協議会

●8/25(木)10:00～12:00
「レクで楽しく遊ぶコツ！」
講師：ひろしまレクリエーション協会
副会長 山野 節子 氏
●9/30(金)10:00～12:00
「ファスナーで簡単ブローチ作り」
講師：手芸ボランティアの皆さん
※後期講座の詳細については後日
お知らせいたします。

掲載記事に関するご意見・ご感想、各講座などへの参加申込につきましては、東区社会福祉協議会まで
お問合せください。
（TEL：263－8443／ FAX：264－9254）
※ 東区総合福祉センターへお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

東日本大震災で犠牲になられた皆さまのご冥福をお祈りするとともに、いまだ不安
を抱えて生活をされている被災者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
報道などで現地の惨状を知るにつれ、私たちには計り知れない思いを抱えておられ
る皆さまのご心労を思うと、胸が痛み、もどかしく思うばかりです。
遠く離れた広島で私たちができることは、被災地に思いを傾け続けることと、私た
ちにできることを少しでも長く続けることではないでしょうか。
震災後より、東区社会福祉協議会・中山・戸坂・温品福祉センターに募金箱を設置
させていただき、共同募金会を通じて、皆さまからお預かりした義援金を被災地にお
届けさせていただいております。引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。

