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「笑い」は、人の心や人間関係を豊かにします。
ボランティア活動の場面でも、お互いを理解する心の通い合いが
大切になります。
ボランティアのみなさん！「笑いヨガ」を体験し、
コミュニケーション力をアップしましょう！

２５年２月２６日（火） 13：30～15：30

【日

時】

平成

【会

場】

安佐北区総合福祉センター

【講

師】

「笑いヨガ KABE おかげさま」

【対

象】

安佐北区社会福祉協議会に登録しているボランティアグループ、
個人ボランティア

【参加費】

6階

大会議室

無 料

【申込み方法】

○ボランティアグループ
各グループで取りまとめ、2 月 5 日（火）必着で下記申込み先に送付
してください。
○個人ボランティア
2 月 5 日（火）までに電話または FAX、メールでお申し込みください。

【申込み・問合せ先】

安佐北区社会福祉協議会
〒731―0221

TEL／８１４-０８１１

広島市安佐北区可部三丁目 19 番 22 号

FAX／８１４-１８９５

Ｅメール kita@shakyohiroshima-city.or.jp

担

当：谷・松島

ご利用ください

精神に障害のある方が通う

作業所

＆

自主製品

（手作り品やお菓子など）

き らく あん

オレンジハウス

夢ハウス高陽 月曜日～金曜日 10 時～15 時

亀 楽 庵

(安佐北区落合南 3-12-24))

(安佐北区亀山 3－15－40)

☎８４５－７８１８

☎８１４－８８２０
営業日時：毎週水・木・金曜日
11 時～17 時

つくし工房

月曜日～金曜日

（安佐北区口田南 1-11-12）

10 時～15 時

☎８４５－５５４５

（安佐北区可部 4-23-30）

☎８１５―１４７４
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お菓子や季節の飾
り物などを販売し
ています。

＜オレンジショップはぁと＞（岩の上バス停近く）
みんなで作った手作り製品を販売しています❤
営業日時：祝日を除く月曜日～金曜日 10 時半～16 時頃

☆行事弁当予約承ります。
☆スイーツセット、コーヒー、

スリッパの

ジュースなどもあります。

代用にも!!

ボ
ラ
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売り物はマフラー
です

【お菓子の販売場所】

亀楽庵弁当

受講者
募集！

600 円

亀楽庵カレー 650 円

✿シャレオふれあいプラザ
✿セブンイレブン可部 4 丁目店
✿つくし工房新館 1 階（可部 4-5-17-4 市丸屋）
✿電話注文も受け付けます。

★シャレオふれあいプラザでもお求めできます。
★ご要望の方はご連絡ください。

精神保健福祉ボランティア講座

～地域でつながるこころのふれあい～
【参 加 費】 ２８０円

回

日 時

内

容

１

２月１４日（木）
13:30～15:30
会場：高陽公民館

★「障害理解とかかわり方について」（お話）
講師：地域活動支援センター「ふれあい」施設長 原田葉子氏

２

２月２０日（水）
13:30～15:30
会場：高陽公民館

★「地域での生活の様子を知ろう」
①作業所施設長の立場から （区内作業所 施設長）
②利用者の立場から （区内作業所 利用者）

３

２月２７日（水）
13:30～15:30
会場：区総合福祉センター

４

３月６日（水）
13:30～15:30
会場：高陽公民館

（ボランティア活動保険代として）

【申込方法】 ２月１３日（水）までに、電話、ＦＡＸ、Ｅメールにて、下記の申込み先まで
名前・住所・電話番号をご連絡ください。
（ＦＡＸ・Ｅメールの場合は、件名に「精神ボラ講座申込み」と明記してください。）

【申込み・お問合せ先】

★「安佐北ほのぼのサロン」（見学・体験）
心の病のため自宅におられる方や作業所へ通われている方が、
気が向けば集い卓球やおしゃべりをしながら交流する場です。
★「ボランティア活動について」（区社会福祉協議会）
★「ボランティア活動体験談」（ボランティアグループかすみ草）
★「地域の支援関係機関紹介」（区保健センター）
★ 交流会

○安佐北保健センター
○安佐北区社会福祉協議会

ＴＥＬ ８１９－０６１６ ／ ＦＡＸ ８１９－０６０２
ＴＥＬ ８１４－０８１１ ／ ＦＡＸ ８１４－１８９５
Ｅメール kita@shakyohiroshima-city.or.jp

この講座は、ボランティアに関心がある方だけでなく、精神障害に関心を持ちボランティア活動を通して支援
活動を希望される方や、精神の疾患の治療をされている方で、精神障害について学びたい方など、幅広い方々か
らの声に答えて開催します。「ボランティアグループかすみ草」は支援活動に取り組んでいますが、より多くの
仲間を増やすためにみなさまの参加をお待ちしております。

❤ボランティアグループかすみ草❤
精神に障害のある方に寄り添いえ盛り上げていく思いで活動しています。主な活動は区内作業所、ほのぼのサロン、
市域で行われるイベントのお手伝いです。月 1 回メンバーが集まりにぎやかに情報交換しています。

おめでとうございます！
安佐北区社会福祉大会にて、安佐北区ボランティアセンター登録グループの「落合
地区社会福祉協議会やすらぎ」と「安佐北ミミの会」が、永年のボランティア活動
への功績に、地域福祉功労団体として表彰されました。

＜落合地区社会福祉協議会やすらぎ＞

＜安佐北ミミの会＞

「落合地区社会福祉協議会やすらぎ」は、

平成 16 年、傾聴ボランティア講座修了後

ふれあいセンター「やすらぎ」を拠点に活動

発足し、高齢者施設や個人宅を訪問してお話

をしています。地域での子育て支援やいきい

を聴く活動をしています。

きサロン、地区ボランティアバンクの活動の

また、認知症の理解を深めるため、定期的

他に、安佐北ボランティアフェスタでは蒸し

に研修会や他区のグループと情報交換をする

パン販売や折り紙コーナーで参加いただき、

など会員の技術アップに努めています。

安佐北区ボランティアセンターとも深い関わ
りがあります。

＜安佐北ミミ会のみなさん＞

安 佐 北 区 ボランティアセンターより

将棋の相手をしてくださる方を
募集します！
場

所 デイサービスセンター菜の花

聴覚障害の方が、インターネットや
ワードを教えていただける方を求め
ています！
活動場所

安佐北区ボランティアセンター

※具体的な活動内容は
調整させていただきます。

（安佐北区可部 4-21-11）

日

時 火曜日か金曜日
（ご都合のよい日で構いません）
13:30～14:30（1 時間程度）

＜すべての問合せ先＞
安佐北区社会福祉協議会
☎ ８１４－０８１１（担当：谷・松島）

≪ご注意ください≫
今年度、ボランティア活動中の事故が増えています。
家を出たときから帰るまでがボランティア活動とな
ります。
ボランティアのみなさま、気をつけて活動をして
くださいね。

※ご提供いただいた個人情報は、本会事業の運営のみに使用します。

