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～ぷちボラ体験スクール２０１２～

開催

学校ではできない体験をしよう♥
「ぷち」ちょっぴり、
「ボラ」ボランティアの体
験をしてみませんか！
この夏、「やさしさ」と
「勇気」に出会え
るかも・・・

開催日 ：
日

８月８日（水）

時

～ ８月１１日（土） 【全４回】
内

容

講師など

８月
８日（水）
１０：００～１５：００

レクリエーション研修
体験「こどもたちと遊ぼう part１

ひろしまレクリエーショ
ン協会

８月
９日（木）
１０：００～１５：００

「知的障がい疑似体験」
「普段の子どもたちのようす」

ひろしま♡あび♡隊
保護者

８月 １０日（金）
１０：００～１６：００

体験「こどもたちと遊ぼう part２
龍頭峡へバスハイク

社協職員

８月 １１日（土）
１０：００～１３：００

グループワーク「ふりかえり」
ランチサロン

プラスα体験

講座終了後に、手話・点字・音声訳・子育ての「プチ体験」ができます！

♥会

場

佐伯区役所別館

♥対

象 ：

♥参加費

：

６階

大会議室

（佐伯区海老園１丁目４－５

高校生から概ね２５歳までの青少年

：

２８0 円（ボランティア活動保険掛金）

♥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

♥申込み・お問い合せ

：



921-3113

Fax

924-234９

）

お だ

ひでかず

広島工業大学建築学科の 3 年生の織田 秀一さんにお話をお伺いしました。
Ｑ．活動のきっかけは・・・
Ａ．昨年、佐伯区社会福祉協議会が開催した「ぷちボラ体験スクール ２０１１」
に参加したことです。
Ｑ．今、どんな活動をしていますか・・・
Ａ．主に知的に障がいのある子どもたちと一緒に「ミニテニス」をして遊んだり、
出かけたり（6 月はバスハイクで「福留ハム工場」に行きました）しています。

お だ

織田

又、区内の特別支援学級の児童の学習補助もしています。
Ｑ．ボランティア活動を通して感じたことは・・・

ひでかず

秀 一 さん

Ａ．活動の中でいろんなことを学んでいます。こんにゃく作りを初めて体験したり、保護者の方のわ
が子への深い思いを知ることができたり、子どもたちは無邪気で可愛いなあと思ったり eｔｃ．
Ｑ．これから活動をしたいと考えている人たちへのアドバイスは・・・
Ａ．僕は活動に入る前は、子どもとの関わりが多いと聞いて苦手意識がありましたが、意外とうまく
溶け込めました。
『考えるより、まずは飛び出そう！』だと実感しています。
ボランティアコーディネーターから一言：
織田君は、いつも子どもたちと真摯に向き合ってくれています。「頼りがいのあるお兄さん」だと子ど
もたちから慕われていますし、保護者からの信頼も絶大です。これからもよろしくお願いします。

広島市点字グループ連絡会

開催！

「笑いヨガ」の体験中！

点字グループ「つぼみ」からのレポートを紹介します。
毎年恒例の「点字グループ連絡会」を 6 月 21 日（木曜日）の午後から、「佐伯区地域福祉
センター」の 6 階大会議室で開催しました。
このたび、廿日市市社会福祉協議会を拠点として活動している「あいグループ」も新たに参
加され、広島市近郊の１２グループの点訳ボランティア約 60 名が集まりました。
連絡会は「笑いヨガ」を体験した後、各グループがそれぞれ抱えている課題などについて熱
心に意見交換をしました。最後に、希望される方々には、今年 1 月末に開設した「佐伯区地域
福祉センター」の見学もしていただきました。

ボランティア入門講座に参加して「自分探し」してみませんか！
ボランティアに関心のある方は是非、ご参加ください。
ボランティア入門講座

日

程

講

座

内

容

① さえき気楽塾

9 月 29 日～10 月 27 日
概ね 55 歳からの方対象としたシニア
毎週土曜日【全 5 回】
（予定） ボランティア入門講座（地域デビュー
１０：００～１２：００
のきっかけに）

② 要約筆記

10 月 4 日～11 月 1 日
要約筆記の実技、中途失聴者・難聴者
毎週木曜日【全 5 回】
（予定） への理解講座
１０：００～１２：００

③ 精神保健福祉

♥開催場所

10 月 26 日～11 月 16 日 精神障がいの正しい理解と寄り添い
毎週金曜日【全 4 回】
（予定） 方、佐伯区内の活動場所の紹介など
１３：３０～１５：３０

佐伯区地域福祉センター（佐伯区役所別館 ５階）佐伯区海老園１丁目４－５
① ②…佐伯区社会福祉協議会
主催
③…… 佐伯保健センター・佐伯区社会福祉協議会
共催

★助成金をいただきました！

★全国障害者問題研究会全国大会広島
大会テーマ：「つなげよう

このたび、
「さえきふれ愛グループ」が「ひと・
まち広島未来づくりファンド（通称ふむふむ）」 日
から助成金を受けられました。
「さえきふれ愛グループ」は、ボランティア 場
伝言板５月号でも紹介しましたが、昨年「シニ 主
アボランティア活動助成（大同生命厚生事業
団）からも助成金を受けられています。
ボランティアグループの運営には助成金を
確保することも大事ですね！
助成金の申請をトライしてみてはいかがで
しょうか！
♣佐伯区社会福祉協議会へご相談ください。
☎ ０８２（９２１）３１１３
FAX ０８２（９２４）２３４９
♣♣♣お世話になりました♣♣♣

みんなのねがい」

時：平成２４年８月１２日（土）全体会
平成２４年８月１３日（日）分科会
所：広島国際会議場ほか

催：全国障害者問題研究会（全障研）
全障研広島大会準備委員会
問合せ：☎０８２－５６８－８６１２
http://zensyouken-h.net/
★「全国障害者問題研究会」・・・障がい者の
権利を守り、発達を保障するための研究運動を
進めるために、1967 年 8 月に結成した民間の研
究団体です。「障がい児者」に対する様々な問
題意識を養うことを期待し、開催されます。

佐伯区の特別支援学級の子どもたちと保護者の

知的に障がいのある子どもたちとふれあい
ながら、体を動かしてみませんか！

会「スバルの会」では、お出かけ行事を計画してい

♥日にち：①平成２４年

８月４日（土）

ます。楽しくお出かけしてみませんか！

８月２０日（月）

♥日にち：平成 24 年７月３１日（火）

②平成２４年

♥じかん：１２：４５～１６：００

♥じかん：①１４：００～１５：３０

佐伯区役所別館

②１３：３０～１５：００

♥ところ：カルビー工場見学

♥ところ：佐伯区スポーツセンター

♬福祉バスを利用します

（佐伯区楽々園 6-1-27）
♥主

1 階に集合

催：広島市手をつなぐ育成会
佐伯区支部

学親会

知的に障害のある人たちと楽しくおでかけ
してみませんか！

「白い三輪車の会」に参加して、一緒に明るく元
気で楽しい活動をしてみませんか！

♥日にち：平成 24 年７月２９日（日）
♥じかん：９：００

～

佐伯区役所別館

佐伯区視覚障がい者のつどい「白い三輪車の

１７：３０

会」をサポートしていただけるボランティアを募

1 階に集合

集中です。

♥ところ：グリーンピアせとうち（呉市安浦町）

活動の内容：定例会時の会場の設営や会議録の作

♬福祉バスを利用します
♥主

催：広島市手をつなぐ育成会

成、会場の申請サポートなど
佐伯区支部

本人部会

♠問合せ・申込み

定例会：概ね第３水曜日の午後１時３０分～
会

場：佐伯区役所別館 ５階

佐伯区ボランティアセンター

感覚統合訓練夏期集中研修会
開催のごあんない

（０８２）９２１－３３６０

ボランティアセンターからお知らせ
このたび、市民活動推進課から

日

時：7 月 22 日（日）10:00～16:00

貸与備品として「ノートパソコン」

場

所：佐伯区地域福祉センター

（Ｗindows７）が整備されました。

6階

大会議室 佐伯区役所別館
参加費：一般２,０００円・学生１,０００円
主

インターネットでの検索も可能です。
活動のために必要な場合には、ご相談ください。

催：「た～とる」
（肢体不自由児の会）

★バランスボールや吊り具などを使って体

「オレンジリボンを作ろうサロン」開催中！

感を鍛えたりまたはリラックスしたり、遊び
感覚で参加できる実践形式の研修会です。
ストレスや不安が軽減するほか心と体の健
康の増進にも役立つため、高齢者の体力作り
などにも応用できます。

♥気軽においでください。
♡日にち：７月１０日・2４日

いづれも火曜日

♡じかん：１３：３０ ～ 概ね 2 時間くらい
♡ところ：佐伯区ボランティアセンター

