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ボランティア研修会・福祉救援ボランティア講座

普通救命講習のご案内
日々の生活の中でも、ボランティア活動の際にもどんなことが起こるかわかりません。
また、公共施設等でもよく『ＡＥＤ』を見かけることが多くなりました。
いざという時に備えて救命講習を受けてみませんか？ 『ＡＥＤ』の取扱い方も含めた
講習となっております。
初めての方、以前講習を受けた方も、この機会にぜひご参加ください。

 内

容･････普通救命講習

(３時間)

修了証発行

※AED を含む心肺蘇生等の救命救急に関する講義及び実技
 日

時･････平成２５年５月２７日（月）

 会

場･････西区地域福祉センター ４階ボランティア研修室及び会議室

 講

師･････消防署（広島市救急教育センター）

 定

員･････３０名（申込順･･･定員になり次第締切/最終締切日 5 月 15 日）

１３：３０～１６：３０

※修了証発行等のため…事前申込必要(住所、氏名、電話番号)
※修了証をお持ちの方は当日ご持参ください。
 主催・共催･････西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会/西区社会福祉協議会
 申込・問合せ先…西区社会福祉協議会
☎２９４－０１０４

Fax２９１－７０９６

活動中お邪魔しまーす!!

ボランティアグループ連絡会

新役員のあいさつ

ボランティアセンター利用者連絡会

「中途視覚障害者の集いカナリアの会」の代表が交替とのことで、初代代表 西田曻子さん、次期代表 森井
豊さんにお話を伺いました。
○ 発足のいきさつは？（西田さんより）
当時の西区社協職員の熱心な後押しもあって、点字サー
クル楽点会で活動。その時活動していた視覚障害の３名の
仲間で「見えない者同士で何かできたら」と話をし、「中途
視覚障害の集い」を結成。その後「カナリアの会」という
名称をつけ「入りたい人はどなたでも」をモットーに活動
することになりました。
○ カナリアの会の主な活動は？（西田さんより）
発足当初は会員も少なく、障害者バスを借り、萩や音戸
▲10 周年記念誌発行についての新聞記事
などに年に２、３回出かけるぐらいでした。今は、会員も
130 名を超え、公共交通機関で行く行事や講演会などを企画しています。また、カラオケ、大正琴、フ
ォークダンスのサークル的な活動もしています。これまで 10 周年、20 周年、25 周年と記念大会を開
催。カナリアの会を参考に広島市の各区も中途視覚障害者の集いが結成されたと聞いています。
○ 自分にとって「カナリアの会」とは？
西田さん：悲観して閉じこもっていた自分に生きる力を与えてもらい、会の発足・継続の中で支えてい
ただいた多くの方々への恩返しの活動だと思います。
森井さん：なかなか他の人に聞けなかったこと（制度、生活上の工夫など）を教えてもらったことや自
分の障害の進行について心の準備ができたこと、またお互いに声をかけあう仲間がいること
で前向きになれる会です。
○ これからの「カナリアの会」に思うこと
西田さん：パソコンなど新しい機器がたくさん出てきて対応がむずかしくなったことで若い森井
さんにお任せしようと思いました。会員は年齢の幅も広く障害の状況も様々。新しいこと
を入れながらおもいやりの気持ちで活動内容を考えてほしいと思います。特に初めての人
には気配りを心がけ、会に気軽に足が向くようなアドバイスをしてほしいです。
森井さん：西田さんのされてきたことを引き継いでやるだけ。今、自分があるのは「カナリアの会」のお
かげ。同じ思いをしている人も多いと思うので、その思いが続くようにみんなでやっていきた
いと思います。

2 年間よろしくお願いいたします。
いつも受諾前に『2 年間心身ともに大丈夫だよね』と、念押し。行き帰りも事故に遭わないように
気をつけながら現在に至っています。連絡会の登録グループは各々グループ活動もされながら、研
修会・リーダー研修会・交流会・大きな行事では『福祉まつり』への参加等の行事を推進していか
なくてはなりません。お忙しい事とは思いますが、今年こそはご一緒により多くの方達の企画から
の参加をお願いいたします。
ボラ連・利用連 代表 伊藤

和子

副代表の話をする前に男性ボランティアの現状を知って頂きたい。西区社協の登録ボランティア
は約 600 名、その内、男性ボランティアは約 25 名（4％）で、ここ数年推移しているようである。
私が所属する「男のつどい」でも発足以来 13 名～17 名で推移している。せめて登録ボランティア
の 10％、60 名位が参加して頂きたい。当新聞の読者の方々のご尽力とご協力をお願いしたい。
首記の副代表として、伊藤代表のお手伝いをさせて頂き、併せて当新聞の編集の末席を汚してお
ります。これとは別にボランティア活動ではありませんが、社協の委託として、
「かけはし」事業の
お手伝いを 2 件引き受けています。
齢から見てこのあたりが限度かと思っています。今少し健康に留意して頑張る所存です。
ボラ連・利用連 副代表 德田 勝
社協のボランティアとして代表のお手伝いや、皆さまとの繋がりが持てたら良いと思っておりま
す。協力、手助けなど申しつけください。
ボラ連会計 今村 裕子

平成２５年度 広島市西区社会福祉協議会事務局職員

正木

（臨時）

（臨時）

佐藤

貸付補助

津川

貸付補助（火～金 10:00～17:00）

正木

地域福祉センター受付

中壽賀 ガイドヘルパー受付

原田

中壽賀

原田

ボランティアコーディネーター（10:00～16:45）

（嘱託）

（臨時）

杉田

総合相談・かけはし（9:15～16:00）

信井

老人・障害

則信

貸付・ボランティア・福祉教育・児童・母子父子・障害・庶務

坂本

貸付・区地区社協役員研修・広報・障害・老人・経理

宮田

部会・委員会・計画・地区社協・かけはし・ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ・表彰・大会

林

統括

信井

杉田

（臨時）

（嘱託）
産休代替

則信

坂本

（主事）

（主事）

佐藤
（臨時）

宮田

林

（主任）

（事務局長）

中途視覚障害者の集い カ｢ナリアの会 の｣支援をしてい
る 朗｢読サークル テープ・カナリア の｣代表 山肩政子
さんにお話を伺いました。

津川

元代表が受講された点訳講座で西田さんをはじめ視覚障害者の方と出会い、｢点訳の手引き｣
を音声訳したことがきっかけ。1986 年に 1 号｢カナリアテープ｣が始まり、本年５月で 500
号達成。初めのころは月２回、小説などが主でしたが、今では月１回、カナリアの会の会員の声
や例会案内、身近な情報を送っています。特に小説や新聞の連載物のテープは大変喜ばれ、テー
プ・カナリアの活動をけん引してきたのではと思います。

現在、毎月第３木曜日９～１４時に約１０名のメンバーがテープの録音・編集、発送を分担
しながら行っています。時代の流れに対応していこうと、デイジー図書制作に奮闘中です。
私たちテープ・カナリアのメンバーは、会員の気持ちに沿ったテープ作りに心がけています。
また、カナリアの会の例会に参加できない方にも会員同士をつなぐ役割を担っているのではと
思っています。

第７回

おりづる光と風まつり

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集!!

活 動 日 平成２５年５月１９日（日）
場

所 おりづる作業所（西区観音新町３－９－６）・オリーブとその周辺の公園
※集合場所：おりづる作業所駐車場
☎（０８２）２３５－２０２９

活動時間 ９：３０～１５：００（9：00 受付開始） ※可能な時間でも OK です
活動内容 屋台・遊びのコーナーなどのお手伝い
作業所の仲間への援助 等
※活動内容の希望があれば、申込の際申し出て下さい
そ の 他 おりづる作業所までの交通費は自己負担
軽食の準備あり
車を利用される場合はあらかじめご連絡ください
申込の際は、お名前、連絡先をお願いします。

よろしくお願いします

財団助成 情報
H25 シニアﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成（大同生命厚生事業団）

み や た

あきのり

宮田

明典

主任

この４月から、安佐南区社協から主任として参
りました。

募集資格
社会福祉推進のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行っている
シニア（60 歳以上）の個人もしくはグループ
助成金額

初めての西区社協であり、不安な点もあります
が、それ以上に多くのボランティアの皆さまにお
会いできることがたいへん楽しみです。
これからも、職員一同、ボランティア活動の推

1 件 10 万円
募集期間
平成 25 年 4 月 1 日～5 月 31 日必着
♪助成を希望される方はご相談ください。

進に努めて参りますので、変わらぬご協力、ご支
援をよろしくお願い申し上げます。

お世話になりました
ま ち だ

よういち

町田

陽一

主任

４月１日付けで佐伯区社協へ異動となりまし
た。西区では、平成２１年度から４年間お世話に
なり、本当にありがとうございました。
皆様のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上
げます。

この広報紙のすべての問合せ及び申込
広島市西区社会福祉協議会（則信・原田）
Tel294-0104／ Fax291-7096

お知らせ
《福島ひまわり里親プロジェクト》より感謝状が
届きました
西ボラかわらばん 142 号で紹介し、採取したひ
まわりの種とお寄せいただいたメッセージを 2 月
に送りました。
この度、プロジェクトより感謝状と活動紹介のＤ
ＶＤが届きました。ボランティアサロン掲示板に
掲示していますので、サロンに立ち寄られた折に
ぜひご覧ください。またＤＶＤがご覧になりたい
方は、コーディネーターに声を掛けてください。
ボランティア
サロンに実物
があるよ!!

