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ボランティア活動に興味がある方、何かしたいなと思われている方にオススメ！ボランティア活

動をするきっかけづくりの講座です♪ぜひこの機会に参加して、ボランティアグループの活動を知

ってもらい、自分にあったボランティア活動を見つけませんか？ 

 

日  程 

日 時 内 容 講 師 場 所 

６月 1７日（金） 

10:00～12:00 

・ボランティアとは？ 

・アイスブレイク 

ANT-Hiroshima 

代表理事  渡部 朋子氏 

安佐南区総合福祉センター 

ボランティア研修室（５階） 

６月２４日（金） 

10:00～12:00 

 

・アイマスク体験 

 

・当事者の体験談 

広島市立総合リハビリテーションセンター 

歩行訓練士 萬 あおい氏 

視覚障害者グループ「ひとみ会」 

会員 馬本 昭子氏 

安佐南区総合福祉センター 

ボランティア研修室（５階） 

７月１日（金） 

10:00～12:00 

 

・車いす体験 

 

・当事者の体験談 

老人の介護とリハビリ研究所 

理学療法士  岡部 正道氏 

広島在宅障害者福祉研究会 森重 秀之氏 

安佐南区総合福祉センター 

会議室１･2･3（６階） 

７月８日（金） 

10:00～12:00 

 

・ボランティアグループ

紹介と質疑応答など 

・レクリエーション 

安佐南区登録ボランティアグループ 

ひろしまレクリエーション協会 

副会長  山野 節子氏 

安佐南区総合福祉センター 

会議室 1･2･3（６階） 

 

会 場：安佐南区総合福祉センター（安佐南区中須一丁目３８番１３号） 

対 象：安佐南区にお住まいでボランティア活動に興味・関心があり、全日程に参加できる方 

内 容：ボランティアグループの紹介、障害の理解（座学）・体験 

参加費：無料 

定 員：２０名（締め切り ６/10（金）お早めに！） 

問い合わせ・お申込み 安佐南区社会福祉協議会  

ＴＥＬ ８３１－５０１１ ＦＡＸ ８３１－５０１３   

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会 安佐南区ボランティアセンター 
〒731-0194   広島市安佐南区中須１丁目 38-13（安佐南区総合福祉センター内） 
ＴＥＬ 082-831-5011   ＦＡＸ  082-831-5013           
Ｅ-mail asami＠shakyohiroshima-city.or.jp 



 

 

 

（財）大同生命厚生事業団 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間：平成２３年５月３１日※必着  締切日厳守  

応募方法：財団所定の申込書に必要事項を記入のうえ送付（Ｅメールでの提出不可） 

     申込書は財団ＨＰ（http//www.daidou –life-welfare.or.jp）よりダウンロード可能 

問い合わせ・申し込み先 

大同生命厚生事業団 事務局 ＴＥＬ ０６－６４４７－７１０１ 

 

公益太陽生命厚生財団 平成２３年度社会福祉助成事業  

                             

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

「シニア・ボランティア活動助成」 
応募資格 

社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行って 

いるか、または、行おうとしているシニア（６０歳 

以上）の個人もしくはそのグループ 

助成金額 

１件原則１０万円（総額サラリーマン（ウーマン） 

ボランティアと合わせて５００万円以内） 

「サラリーマン（ウーマン） 

ボランティア活動助成」 

応募資格 

社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行って 

いるか、または、行おうとするサラリーマン（ウー 

マン）の個人もしくはそのグループ 

助成金額 

１件原則１０万円（総額シニアボランティアと 

あわせて５００万円以内） 

対象事業 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 

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・ＮＰＯ 

助成金額 １件 ２０～５０万円   

合計 ２，０００万円 

応募方法 
① 財団ＨＰよりダウンロード 

②郵送希望の場合は、団体名、郵

便番号、住所、氏名を記入し、

財団事務局へ（６／１７）迄に 

ＦＡＸまたは郵便で請求。所定

の申込書に必要事項記入してく

ださい。 

応募の締切日 

平成２３年６月末日 

※郵送による必着 

問合せ・申込み 財団法人 太陽ひまわり財団 事務局 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-11-2 

        TEL FAX 03-3272-6268 

                http//www.taiyolife-zaidan.or.jp/ 

対象事業 

（１） 高齢者福祉に関するボランティア活動 

（２） 障害者福祉に関するボランティア活動 

（３） 子ども（高校生まで）の健全な心を育てる交流ボランティア活動 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広島市被災者支援ボランティア

広島市社会福祉協議会に本部事務所

活動調整を行っています。 

広島市社会福祉協議会のホームページで

特設ページを開設し、被災された

示板）を常時発信しています。

広島市社会福祉協議会ホームページ

広島市被災者支援ボランティア本部特設

www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/www/contents/1215404436085/index.html

東日本大震災により広島市へ

広島市では、次のような支援制度を

それぞれの項目をクリックすると、

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1302846698407/

index.html 

広島県ユニセフ

東日本大震災では、多くの方々

ています。子どもたちも家族や友

広島県ユニセフ協会では、被災した

加をお待ちしています。 

 

＜日 程＞ 6 月 18 日（土）14:00

＜会 場＞ アステールプラザ 

＜定 員＞ 200 名（要予約）

＜入場料＞ 無料（会場で募金の

＜出演者＞ 岩田 英憲さん（パンの

      エリザベト音楽大学有志

＜主 催＞ 広島県ユニセフ協会

＜問合せ＞ 広島県ユニセフ協会

      (月・火・木・金 11:00

ボランティア本部からのお知らせ

本部事務所を置き、東日本大震災被災者の支援

のホームページで、広島市被災者支援本部からの

された方々への支援情報、ボランティア活動・

。 

ホームページ(http：//shakyo-hiroshima.jp/)をご

本部特設ページ 

net.shimin.city.hiroshima.jp/www/contents/1215404436085/index.html

へ避難してこられた方への支援制度について

を設けています。詳しくは、広島市ホームページをご

、支援制度の内容及び問い合わせ先がご覧になれます

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1302846698407/

ユニセフ協会コンサート開催のお知らせ

方々が身寄りをなくしたり、避難所での不自由

友だち、家を失い、悲しみをかかえながら過ごしています

した子どもたちのためのコンサートを開催します

14:00～16:00 

 多目的スタジオ（中区加古町 4-17）ＴＥＬ

） 

の呼びかけを行います） 

パンの笛）・沖田 孝司さん（ビオラ）・福間 

音楽大学有志のみなさん  生協ひろしま虹のコーラスのみなさ

協会  ＊ユニセフの現地活動の報告もあります

協会  082-231-8855  （ http://unicef

11:00～16:00 他の日及び祝日) 

らせ 

支援とボランティアの

からの情報発信として、

・被災地支援情報（掲

をご覧ください。 

net.shimin.city.hiroshima.jp/www/contents/1215404436085/index.html 

について 

ホームページをご覧ください。

になれます。 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1302846698407/ 

らせ 

不自由な生活を余儀なくされ

ごしています。 

します。みなさまのご参

）ＴＥＬ 244-0888 

 一閒さん（横笛） 

のコーラスのみなさん 

もあります 

http://unicef-hiroshima.jp） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ボランティアのみなさま 

お世話になりました 

津川 信昭 主任  ⇒ 安佐北区社協へ 岩下 典子 主事 ⇒ 南区社協へ 

 よろしくお願いします  

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

フラワーフェスティバルでの素敵な時間 

ボランティア活動をとおして～ （ボランティア Ｋ．Ｈ） 

 

今回初めてフラワーフェスティバルに参加させていただき、車椅子介助のお手伝いで介助ステーション

で待機している時に被災地から広島市へ避難されたお母さんと赤ちゃんに出会いました。人見知りもなく、

とても可愛らしい赤ちゃんで、少しの間一緒にいることができたので抱っこさせていただきました。いろ

いろブースやステージ、フリーマーケットを見たりしてゆったりとした時間を過ごされました。 

食事をされている時の会話の中で、ご主人は仕事のため被災地に残っており、知らない所で知り合いも

なく寂しくて会いたいと言われたのがとても印象に残っています。 

その反面、不安も多いなかで、子どもを守ろうとする気持ちや前向きに力強く毎日を過ごしている姿を

見て“母は強し”と感じました。少しでも楽しんでいただけたのだろうか？少しでも役に立てたのかなと

いろいろと考えました。 

 生活するなかで不自由さや子どもさんの事での不安、気になる事、嬉しかった事、悲しかった事、辛か

った事などちょっとした事でも話せる環境作りをする事が大切だと感じました。 

これから、もっとたくさんのお母さんやご家族が、少しでもゆっくり心を休ませる事ができれば良いな

と思います。そのためにも私たちボランティアに思いを聴かせてください。 

 私たちは、子どもとお母さん、ご家族、みなさんの暖かい笑顔に出会うために活動しています。                                         

松井 章（トータルコーディネーター） 
4 月からこちらでお世話になることになりま

した松井です。担当は、自立支援総合相談事業

で総合相談員として働かせていただきます。 
 10 年ぶりの勤務地で当時の顔なじみのボラ

ンティアさんにお会いさせていただくことも

あり心強い思いがします。どうぞよろしくお願

いします。 

三村 誠司（主任） 
この 4 月に広島市社協から異動できました

三村です。 
実は、安佐南区社協で勤務するのは 2 回目に

なります。社協での初めての勤務先が安佐南区

でした。 
そのときに経験させて頂いた障害のある人

との関わりが、いまでも自分自身の福祉観の根

底にあると思っています。 
建物もびっくりするほどかわり、戸惑って

おりますが一所懸命頑張りますので、よろし

くお願いします。 

長澤 加奈（主事） 
 4 月から新規採用で参りました長澤です。 
ボランティア担当です。一日も早く仕事を覚え

て、みなさまのお役にたてるよう努めたいとお

もいます。 どうぞよろしくお願いいたします。 




