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学生の方を対象にしたボランティア講座です。夏休みを利用して、ちょっとだけ
ボランティアを体験してみませんか？一人でも、友だち同士でも、大歓迎です！

〒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

開催期間：８月 16 日（火）～８月 24 日（水） ８日間
事前研修 8/16、17、18

福祉体験

8/19、20、22、23

まとめ

8/24

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

受講対象：原則、東区内に居住または通学している中学生、高校生、専門学校生、大学生等（25 才まで）
で、福祉活動に関心があり、原則事前研修・まとめに参加できる人。
開催場所：東区総合福祉センター、東区内の各体験先会場（高齢・障害・児童関係など）
募集定員：30 人
参 加 費：280 円（ボランティア活動保険加入代）
※ ６月末頃から募集予定です。詳細は、東区社会福祉協議会へお問い合わせください。

「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。
1. 事業助成「ボランティアグループ等が行う事業への助成」
ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障害者等のために福祉活動や文化活動を行うために
必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成（在宅高齢者・在宅障害者等の
家族のための福祉活動や文化活動を含む）
（１） 対象となる事業または費用
A. 在宅高齢者または在宅障害者の自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞する等、その生活の
支援に資する事業・費用
B. 在宅高齢者または在宅障害者の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、備品等を整備
する事業・費用（動物及び植物を含む）
（２） 助成金額
１件 20～50 万円 （合計 2,000 万円）
２．助成対象
地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよび NPO
３．締
切
平成 23 年６月末日 郵送による必着（FAX 丌可）
＜応募申込書の請求先・提出先＞
〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-11-2 太陽生命日本橋ビル内
公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局
TEL /FAX : (03)3272-6268
※応募申込書を郵送にて請求する場合は、6/17 までに上記に FAX または郵送で請求。
ホームページからダウンロードも可

梅雤入りを迎え、暑さと湿気で憂鬱な気分になることが多い季節です。しかし、この
時期は、夏休みに開催される各種イベントに向けて、様々な企画の準備に追われる毎日

日時：平成 23 年６月６日（月）
会場：東区総合福祉センター

10:00～12:00

４階 ボランティア研修室

主催：東区社会福祉協議会
共催：東区タイムボランティアふれあい

内容：発達障害者の特性の理解、関わり方など
講師：広島市子ども療育センター 地域支援室 指導員 鈴木 秀穂 氏
★★★★★☆☆★★★★★☆☆★★★★★☆☆★★★★★☆☆★★★★★☆☆★★★★★☆☆★★★★★

ボランティア活動で

“役に立つ＆楽しい！” 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。

日

時：平成 23 年６月 17 日（金）

会

場：東区総合福祉センター

内

容：『“ながら体操”で介護予防！』～いつでも どこでも お手軽体操～

講

師：ケアウイング曙 施設長 門田 正久 氏

です。参加者はもとより、毎年新しい顔ぶれに会えるボランティアの皆さんが「ボラン

参加費：無料

ティアって、楽しいじゃん！」と思ってもらえるような企画になるよう、悪天候を吹き

募集人数：30 名

10:00～12:00

３階 大会議室

飛ばし、自分に渇を入れながらアイデアをひねり出す今日この頃です。
ボランティアコーディネーター

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。

●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
※後期は、８月初旬頃 申込開始します。

牛田ウルトラマンキッズとは、

日 時：６月１１日（土）
10:00～12:00 ダンスストレッチ
12:00～15:00 昼食、情報交換会

内 容：「ダンス ストレッチ♪」
場 所：牛田公民館 研修室２
参加費：無 料
備 考：動きやすい服装、飲物をご準備ください。
昼食は会で準備いたします。

障がいのある方々とその家族、ボランティア

震災発生から 2 ヶ月近く経過したゴールデンウィ

さんが一緒に休日などを楽しむことを目的に

ーク最終日の 5 月 5 日から 12 日まで、近畿・中国・

活動している障がい児者自主サークルです。

四国ブロック社会福祉協議会の災害派遣職員として

活動報告を受ける際に少し脱線して、どちらから来

活動日時：第２土曜日 10～15 時

宮城県岩沼市災害ボランティアセンターで活動をし

られたのか、またどのような経緯でボランティア活動

活動内容：クッキング、工作、バスレク、

てきました。１週間の派遣とはいえ、長距離移動のた

に参加されたのかなどを聞くことができました。

季節行事など
活動場所：主に牛田公民館

め岩沼市での活動は正味５日間でしたが、その時の現
地と活動の様子を報告させていただきます。

テント泊や車中泊をしながら長期滞在される遠方
の方、毎週末継続して参加される地元の方、社協職員

報道では宮城県北部がよく取り上げられますが、県

やボランティアさんと一緒にいるのが楽しくて、学校

南部の沿岸部も津波により甚大な被害を受けていま

の休みの日や授業の合間に活動をする地元の学生な

した。岩沼市も沿岸部は街の形跡も無くなり、かろう

どなど、それぞれができる範囲で予定を調整し、いき

じて残っている家も１階部分がごっそり流されてい

いきと活動をされているのが印象的でした。

たり、家の向きが逆さになり見えないはずの床裏が見

この震災が無ければ一生関わることもない、見ず知

“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

えていたり…、そんな信じがたい光景を目の当たりに

らずの人たちが集まり、「被災地のため、被災者のた

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

し、自然の驚異を感じると共に、現地の皆さまがどれ

めに何か自分ができることはないか」という同じ思い

ませんか？参加費は無料です。

ほど恐ろしく悲しい思いをされたか、胸がしめつけら

を持っていることで、ボランティアが一つの街の復興

れる思いでした。

に大きな役割を果たすことができるということに感

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
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 締 切：開催日の前日午前中まで

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。

岩沼市災害ボランティアセンターの周辺は、沿岸部

動を覚えたと共に、ボランティアさんや地元の社協ス

に比べ少し高い場所にあったため津波被害から免れ、

タッフの明るい笑顔や、他愛のないおしゃべりなど

震災の翌日には災害ボランティアセンターが立ち上

に、援助に行ったはずの私が逆に元気や爽やかさをも

り、現在までに１３,５００人以上のボランティアさん

らったような気がしました。

が活動をされています。主な活動は家の泥出しで、そ

震災の被害を思うと非常に心が痛みますが、この派

の他に事務局ボランティア、送迎ボランティア、資材

遣を通してたくさんの素敵な出会いができたことに

洗いボランティアなどがあります。

感謝の思いでいっぱいです。改めてボランティアの底

その中で、私は被災地域に向かうボランティアさん

交響では、下記の日程で東区内の障がいのある方々を対象に、日中一時支援事業を行います。
障がいのある方々が夏休みを楽しく過ごせるように、一緒に遊んだり、スタッフのサポートをして

力のようなものを感じることもできました。

の活動前のオリエンテーションを担当させていただ

復興に向けて今後も長期的な支援が求められてい

き、活動先での作業内容、注意事項などを説明し、送

ます。また機会があれば岩沼市のみならず被災地に出

迎の配車状況を見ながらボランティアさんの送り出

向いて行きたいと思います。

しをしました。

くださるボランティアさんを募集しています。１日のみの参加も大歓迎です！

被災地の各災害ボランティアセンターの様子は宮
城県災害ボランティアセンターのホームページから
ご覧になれます。被災地の様子や求められているボラ

月 日：7/27（水）
、8/3（水）
、5（金）、10（水）
、11（木）

ンティア活動は刻々と変わってきます。今後被災地で

8/18（木）
、23（火）
、24（水）
、30（火）
、31（水）
時 間：９：００～１６：００

のボランティア活動をお考えの方は、是非災害ボラン

場 所：交響ホーム 生活支援ホーム「 i （アイ）」
（東区戸坂新町 2-3-4）

ティアセンターのブログを参考にされてみてはいか

内 容：障がいのある方の活動支援

がでしょうか。また、募金への協力も支援の一つです。

（屋内）TV ゲーム、お絵かき、パズル、DVD、CＤ鑑賞（屋外）ビニールプールで水遊びなど

対 象：東区在住の知的障がい者、障がい児

みなさまの息の長いご支援・ご協力をよろしくお願い

１日につき６名程度

します。

募集人数：1 日に２～３名

レポーター：東区社会福祉協議会

備 考：昼食あり、交通費なし。ボランティア活動証明の発行可。
問い合せ先：社会福祉法人 交響
（担当：藤谷・天崎）

TEL:(082)229-7005 / FAX : (082)229-7008

田村恵音

宮城県災害ボランティアセンターホームぺージ

家が無残にもひっくり返っています。

http://msv3151.c-bosai.jp

