
（中区舟入南3-6-15　唯信寺地域交流センター「パルティア」１階）

対象とする子どもの年齢は場所によってさまざまですが、子どもたち、お父さん・お母さんの
ための子育て交流広場です。今回は、2つの地区を訪問してみました。

子育てオープンスペース・・・子育てオープンスペース・・・

（中区吉島東2-17-30）

▲地元で配布のPR
ちらし

▲紙芝居の時間もあるよ♪

▲手作りおもちゃで遊ぼう♪
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　舟入地区社会福祉協議会の事務所を活用し、「あかちゃん
ひろば」が平成２４年４月からスタートしました。同事務所の開
設時より、「誰でも立ち寄って話し合えるサロン」づくりを目
指して、いろいろ取り組みを進めてきましたが、子育て中の
親子が気軽に立ち寄れる取り組みの一つとして、「あかちゃ
んひろば」がはじまりました。
　「あかちゃんひろば」は、０歳から２歳までの乳幼児の親子が
対象で気軽に参加できる子育て交流広場です。スタッフは、
舟入地区社会福祉協議会の役員や民生委員の方などです。
申し込み不要で参加できます。子育て中の親子が気軽に集ま
れる場になるといいですね。

　「オープンスペース吉島東」は、平成１７年４月よりスタートし、今年で８年目を迎え
ました。スタッフは、民生委員やボランティアの方などで毎回６～１０名の方で運営
されています。「オープンスペース吉島東」では、親同士の情報交換や憩いの場、
気軽に参加できる雰囲気づくりを大事にしながら取り組まれています。
　未就園児までの子どもとその保護者は親子で遊んだり、親同士情報交換をした
り、安心して自由に過ごされている姿が印象的でした。また、自由に過ごせる時間
の中にも、スタッフが行う紙芝居や手遊びの時間もあり、お楽しみの時間も設けら
れていました。

新しく子育てオープンスペースがスタートしました！

「あかちゃんひろば」「あかちゃんひろば」「あかちゃんひろば」「あかちゃんひろば」

情報交換や
憩いの場として！

子育て「オープンスペース吉島東」子育て「オープンスペース吉島東」

日　時：毎月第３金曜　１０：３０～１１：３０
場　所：舟入地区社会福祉協議会事務所

対　象：０歳～２歳までの乳幼児の親子
参加費：無料

てづくりおもちゃで、
みんなでたのしく！

吉島東学区吉島東学区

舟入地区舟入地区

日　時：毎月第３木曜　１０：００～１２：００
場　所：吉島福祉センター

対　象：０歳～２歳までの乳幼児の親子
参加費：無料



平成23年度  広島市中区社会福祉協議会  決算

【合計 85,676,839円】

■収入 ■支出

【合計 81,309,740円】市補助金　62.0％ 法人運営事業　46.6％

市社協受託金　13.7％ ガイドヘルパー派遣事業　14.4％

共同募金配分金　6.5％
地域福祉活動推進事業　18.9％

貸付事務事業　5.5％
共同募金配分金事業　2.0％

福祉推進事業　0.2％
相談援助事業　0.1％

企画・広報事業　0.1％
予備費　0％

ボランティアセンター活動事業　5.9％
中区地域福祉センター指定管理事業　6.3％

市受託金　6.0％

賛助会費等　3.5％

繰越金　4.8％

寄付金収入　0.8％

経理区分間繰入金　1.6％
参加費収入等　0.5％

多山報恩会助成金　0.6％

次年度への繰越 4,367,099円

ご存知
ですか？
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　ご自分では、出かけて相談をする
ことが難しい方のために、自宅を訪問
し、さまざまな相談に応じます。相談
の内容によっては、弁護士・司法書士
などの専門家の派遣も行います。

　高齢や障がいにより判断能力の低下した方
の福祉サービスの利用や、金銭管理のお手伝
いをすることで、安心した在宅での生活が送
れるようサービスを提供します。
（相談は無料。サービスは有料。）

　日頃の生活の中での悩み
や心配なことについて相談
にあたります。相談内容に
よっては専門的な相談窓口
への橋渡しをいたします。

心配ごと相談 在宅訪問相談在宅訪問相談 福祉サービス利用援助事業
（日常生活自立支援事業）
福祉サービス利用援助事業
（日常生活自立支援事業）「かけはし」「かけはし」

 リフレッシュしませんか？ リフレッシュしませんか？
なかく介護者の集いでは、ご自宅などで介護を
されている皆さんが集まり、
お茶を飲みながら話をしたり（お茶べり会）、
日帰り旅行へ行ったりしています。
日頃困っていることなど一人で抱えこまないで、
みんなで同じ悩みを共有しましょう。

なかく介護者の集いでは、ご自宅などで介護を
されている皆さんが集まり、
お茶を飲みながら話をしたり（お茶べり会）、
日帰り旅行へ行ったりしています。
日頃困っていることなど一人で抱えこまないで、
みんなで同じ悩みを共有しましょう。

７月１９日（木）　13：00～15：00　お茶べり会
９月２０日（木）　13：00～15：00　お茶べり会
１０月１８日（木）　時間未定　　　　施設見学

１１月１５日（木）　時間未定　　　　料理教室
１２月２０日（木）　13：00～15：00　お茶べり会

※日時、内容ともに変更する場合があります。ご了承ください。
※当会では、希望される方へ個別にご案内を送付しております。希望される方は、中区社会福祉協議会（２４９－３１１４）までご連絡ください。

相談無料！
来所でも電話でも構いません。

行事予定 会場：中区地域福祉センター他

ちょっと一息

曜日/月曜日～金曜日（祝日除く）
時間/９：１５～１６：００

お気軽にご相談ください。
専任の相談員（総合相談員）が相談に応じます。専任の相談員（総合相談員）が相談に応じます。



●一般寄付　匿名 4名
●三井ガーデンホテル広島様
（ちいさなぎゃらりー三庭）

戸別募金
街頭募金
法人募金
職域募金
そ の 他

6,501,388円
31,860円

2,014,125円
588,091円
58,697円

中区合計 9,194,161円
（平成24年3月31日現在 実績）

車いすの
貸し出し
車いすの
貸し出し
車いすの
貸し出し
車いすの
貸し出し
　緊急かつ一時的に在宅
で車いすを必要とする方に
対し、原則２か月間を期限
として無料で貸し出しま
す。介護保険での貸与を受
けるまでの間や、旅行等に
利用できます。

ご利用の際は、事前に
中区社協までご連絡ください。
（TEL ０８２－２４９－３１１４）
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求む！賛助会員求む！賛助会員求む！賛助会員求む！賛助会員

「土曜教室」「土曜教室」

賛助会員になりませんか賛助会員になりませんか

多くの方のご加入ありがとうございました。
今年度もご協力お願いします。

　ご協力いただきました賛助会費は中区社会福祉協
議会で行います様々な福祉活動の推進と、地区（学区）
社会福祉協議会が行う地域の福祉を高めるための活
動財源として有効に活用させていただきます。

　「土曜教室」は、障がいをもつ子どもたちの余暇活動の充実を目的に、親子やボランティアと一緒に季節行事や料理
などの活動をしています。今年度は、６回（5月、７月、８月、１２月、１月、３月）活動を行う予定です。
　５月は、ひろしまレクリエーション協会の山野節子さんを講師に迎え、親子（ヘルパー含む）とボランティアの参加者
全員で一緒にゲームや踊りなどを楽しみました。
　次回、７月２１日（土）は「キャンドルづくり」を企画しています。現在、参加者募集中ですので、ご興味のある方は中区
社会福祉協議会までお問い合わせください。

3，000円
何口でもご加入いただけます

一口（単年度）

　中区社会福祉協議会では、善意の預託（寄付金）や香典返し
などの慶弔返礼金をお受けしています。
　本会の寄付金については所得税法による寄付金控除が受
けられます。

　あたたかいご寄付ありがとうございました。
皆様からのご寄付は、福祉のまちづくりの推進のために、大切
に使わせていただきます。（平成24年３月11日～５月31日現在）

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

正副会長新体制紹介
広島市中区社会福祉協議会

近藤　聿興（竹屋地区社協会長）
徳弘　親利（基町地区社協会長）
炭谷　寛司（舟入地区社協会長）

会　長
副会長
副会長

第１５期役員が決まり、次の体制となりました。
（任期：平成24年5月17日～平成26年５月16日）

寄　付

平成23年度（平成24年3月31日現在）

892口　2,680,186円

会費

加入
方法

お住まいの地区の社協役員または、 
中区社協（082-249-3114）にご連絡ください。

　“地域の福祉、みんなで参加”をスローガンに赤い羽根共
同募金運動（期間平成23年10月１日～12月31日）が実施
されました。
　赤い羽根共同募金は、1947年から現在まで、60年以上の
歴史がある全国的な運動です。
　今年度、広島市共同募金会中区分会におきましては、「た
すけあいの心」のもと、9,194,161円の募金をいただいて
おります。（平成24年３月31日現在）お寄せいただいた募
金は、子どもや障がいをお持ちの方、高齢者等の交流活動
や、高齢者を介護するご家族への活動など、みなさんの住
むまちの地域福祉活動に活かされることとなります。

赤い羽根募金にご協力いただきありがとうございました。

活動紹介
手をつなぐ育成会中区支部学校親の会（ポップコーン）

▲５月の活動「レクリエーション」の様子

　中区にお住まいの特別支援学校、小・中学校の特別支援学級に通学している子どもたちとご家族。（原則、ご家族と
の参加ですが、移動支援事業所のヘルパーさんやガイドヘルパーさんとの参加でも構いません）

〈参加者〉



ボランティア広場ボランティア広場

期　間：平成24年６月～平成25年３月までの間で毎月１回、
　　　 土曜日に開催　＊11月と1月はお休み
会　場：中区地域福祉センター他
内　容：子どもたちと工作や外出行事などをして一緒に
　　　  遊びます
対　象：原則、中区内に居住または通勤・通学している高校生
　　　  から25歳までの方で３回以上参加できる方
定　員：20名（平成24年５月～12月まで随時受付）
　　　 ＊内容によって定員が異なります
参加費：280円（ボランティア活動保険代として）
　　　 ＊この他に、一部実費をいただく場合もあります
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　中区社会福祉協議会ボランティアセンターに登
録して活動されている個人ボランティアの方が気
軽に集い、情報交換や交流ができる場として、ボ
ランティアサロン「和会」がスタートしました！
　第1回目となる５月８日には、ボランティアの方同
士の自己紹介も兼ねたじゃんけんゲームから始ま
り、終盤ではボランティアの方による紙芝居なども
披露され、とても充実した時間を過ごされました。
今後も、交流会などを実施していく予定です。
　ボランティア活動に興味のあるあなた♪まずは
個人ボランティアに登録して活動してみません
か？

　年間を通して、色々な子どもたち
とかかわり、子どもたちにとっての
お兄ちゃんお姉ちゃんとして活動し
ていただける方を募集しています。
　子どもが好きな方、ボランティア
活動にチャレンジしたいと考えてい
る方、大歓迎です！
　同世代の仲間と一緒に活動して
みませんか？

わわ かいかい

▲記念すべきボランティアサロン「
和会」第1回開催！！

〒730-0051
広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル5階
TEL 082-249-3114   FAX 082-242-1956

申し込み・問い合わせ

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会
中区ボランティアセンター

1階左側エントランス1の
エレベーターで5階です

Ｅメール naka@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ http://shakyo-hiroshima.jp/naka/

　今年も中区地域福祉センターを会場に「なかくボランティアまつり」を開催します！
　数えること1６回目の開催を迎えることとなりました。内容については現在企画中で
すが、みなさまのご参加をお待ちしております。

平成24年10月27日（土）　10:00～14:30と　き

中区地域福祉センター5階ほかところ

「和会」「和会」報告報告
ボランティアサロンボランティアサロン

～ヤングボランティア育成事業～～ヤングボランティア育成事業～

参加者募集中！参加者募集中！

「第16回なかくボランティアまつり」を開催！「第16回なかくボランティアまつり」を開催！予 告
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