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救急時の見守りと支援のために救急時の見守りと支援のために
＝ 救急医療情報キット配付事業 ＝

❷発見・確認

救急隊員が
救急キットから
医療情報を確認

❸搬送
情報 かかりつけ医

救急キットがあることを
示すステッカー

救急車を
お願いします。

自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど、
「もしも…」の時の安心・安全を守るために…
　お年寄りや障害のある方の万一の備えとして、
あらかじめ「救急医療情報キット」（以下「救急キッ
ト」）に持病・かかりつけ医・お薬情報などの医
療情報や緊急連絡先などの情報を入れて、自宅冷
蔵庫（の内側扉）で保管していただき、救急搬送
の際、救急隊員を介して、その情報を医療機関に
伝えるしくみです。

救急キットは冷蔵庫
内側扉で保管

【救急キットの中に入れるもの】
◎救急安心カード
◎薬剤情報提供書（写）またはお薬手帳（写）
◎その他 ・健康保険証（写）・診察券（写）
　　　　 ・写真（本人確認ができるもの） など

救急キットに保管する医療情報が最新のもの
でないと適切な処置を受けることができません。
最初に情報等を入れたきりにならないよう、
自分自身で医療情報等を更新していくことが大
切ですが、情報更新を忘れないように声かけや
必要な方には更新のお手伝いなど、配りっぱな
しではなく、地域でも定期的なかかわりが必要
になってきます。

東区では現在、上温品・牛田新町・尾長地（学）
区社会福祉協議会が、高齢者等の見守り活動
の一環として、すでに救急キットを配付して
います。
また、他の地区でもこれから、地（学）区社
会福祉協議会が中心となって、地域で継続して
見守っていく体制を整えつつ、救急キットの配
付をすすめていく予定です。
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日　程：4/21 ～ 6/23 毎週月曜日 全９回 ※5/5はお休み
時　間：19:00 ～ 21:00
会　場：東区総合福祉センター ４階 ボランティア研修室他
対　象：手話に興味のある方
定　員：先着 30人（※事前申し込みが必要です）
参加費：200円
申込締切：４月 18日（金）

日　時：5/30 ～ 7/11 毎週金曜日 全７回
会　場：牛田公民館
対　象：音訳ボランティアに興味のある方
定　員：先着 20人
　　　　（※事前申し込みが必要です）
参加費：無料
　　　　※定員になり次第締切ります。

春からスタート！ ボランティア講座
～「手話」の世界へようこそ～ ～「声」が役立つボランティア～手話入門講座 音訳ボランティア入門講座

音訳ボランティア
とは、目の不自由
な方々に「声」で
情報をお届けする
ボランティアです。

害

害

害

害

❶救急通報

可能ならかかりつけ医療機関に搬送、
そうでない場合は他の救急病院へ

視覚障害者への音訳物による情報の提供
（録音テープ・CD作り）

支援活動

東区ボランティアセンター登録グループ一覧

「何かボランティアしてみたい！どんなボランティアがあるの？」
まずはボランティアコーディネーターと一緒にご自分に合うボランティアを
さがしてみませんか。「ボランティアをしてほしい」というご相談もお受けいたします。  

※詳細についてはお問い合わせください。上記以外にも個別のボランティア、イベント支援ボランティアなどいろいろな活動があります。

春からボランティア！  ボランティア相談  平日：午前９時 15分～午後４時



個  人
温品学区 小谷 秀幸
中山地区 古元 幾雄　泉尾美津子
東浄学区 平木 和男
戸坂城山学区 下田 清和
戸坂学区 川瀬 節子 村田 耕治
 武本 克彦
牛田新町地区 出口 雅彦
早稲田学区 平西 孝光 平西 豊子
尾長地区 鴨下 康子

団体
（法人外）

団体
（法人）

中山地区民児協

小畠内科・小児科クリニック
宮地デンタルクリニック

物品寄付：「地域のつながりづくり」DVD（制作：広島県社協）、DVDプレイヤー
広島県信用組合ひまわり会（広島県信用組合創立60周年事業の一環として） ご寄付ありがとうございました

赤い羽根共同募金
～じぶんの町を良くするしくみ。～

平成２６年度主要事業平成２６年度主要事業
地域福祉推進体制の強化
●地域福祉活動第６次５か年計画に基づく事業の推進
●賛助会員の拡大等
●福祉のまちづくりプラン策定への支援
●地区社協拠点整備への支援

●近隣ミニネットワークづくり推進事業
●ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
●地区ボランティアバンク活動推進事業

新・福祉のまちづくり総合推進事業

●ボランティア講座および研修会の実施
●ボランティア相談および活動調整
●ボランティア活動器材の整備、貸出等
●学校、地区社協等の福祉体験学習への協力
●青少年福祉活動体験事業「Let’s TRY ミニボラ」の実施

ボランティア活動・福祉教育の推進

●在宅介護者の集いの開催
●車いすの貸出

高齢者福祉事業

相談・広報・貸付事業
●総合相談事業
●福祉サービス利用援助事業への協力
●各種貸付事業
●東区社協ふくしだより等の発行

受託事業・指定管理事業
●障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
●東区地域福祉センターの指定管理
●温品福祉センターの指定管理

●障害児者の社会参加の場、仲間づくり
●作業所等のイベント等への支援
●障害児者団体活動援助等

障害児者福祉事業

●ちびっこ広場の安全管理
●子育て支援等

児童福祉事業

平成26年度予算平成26年度予算
収入の部 合計  94,037,000円

市社協補助金収入

52,774,000円

受託金収入

30,873,000円

支出の部 合計  94,037,000円

ご協力ありがとうございました！！

平成25年10月1日から12月31日を運動期間として

地域の皆さまにご協力をお願いしておりました赤

い羽根共同募金は、東区内の募金総額が、 

9,575,854円となりました。（平成26年3月12日現在）

この浄財は、私たちの身近な地域福祉活動、福祉の

まちづくり推進活動、ボランティア活動等の推進の

ために活用されます。

～火災防災について～
　広島市では、今年に入り火災による死者が増え
ています。2月未現在で既に9人が犠牲となってお
り、そのうち7人が65歳以上の高齢者です。
　家庭から火事を出さないため、寝たばこはしな
い・させない、家の周りには燃えやすいものを置か
ないなど、日頃から火災予防に取り組みましょう。
　また、火災を早期に発見し、大切な命を守るため
に、住宅用火災警報器の点検を行いましょう。

　天候にも恵まれた3月23日（日）に、東区総合福祉センター3階・4階で東
区福祉団体イベント「ちゃいちゃいまつり」を開催しました。
　ステージや出店、遊び・福祉体験、東北応援コーナーなどをたくさんの方
に楽しんでいただけました。昨年10月から準備をしてきた実行委員をはじ
め、ボランティアの方たちにとっても、非常に感慨深いものがありました。今
後も年齢や障害の有無に関わらず、参加したすべての人が楽しめ、「笑顔の
輪」が広がっていくような「ちゃいちゃいまつり」にしていきたいと思います。

～笑顔の輪を広げんちゃい～

平成
25年度 多くのご来場ありがとうございました！

遊びのコーナーでは子どもから大人まで、
多くの笑顔の輪が出来ました♪

消防局からのお知らせ

帰る前にレシートを入れるだけ！

　マックスバリュ等で買い物をした時「今日の
レシートは黄色いな～」と不思議に思われたこ
とはありませんか？実はこの黄色いレシートで
簡単に地域貢献が出来るんです。
　マックスバリュをはじめとするイオングループ
の店舗では、『幸せの黄色いレシートキャンペー
ン』と題し、毎月11日（※）に黄色いレシートを発
行されています。そのレシートを店頭におかれた
地域のボランティア団体などの名前と活動内容
を書いた投函BOXへ入れていただくと、お買い
上げ金額合計の1％がその団体の希望する品物
で寄贈されるのです。

　この『幸せの黄色
いレシートキャン
ペーン』の最大の特
徴は「自分で買い物
をしたことで誰かを
支援できる仕組み」
と「募金先を自分で
選べる」ことです。何

か特別なことをする必
要はなく、自分が共感す
るボランティアをしてい
る団体を応援できるこ
の取り組みは、普段から「何かボランティアをした
い」と思っていてもなかなか出来ない人にとって、
気軽に出来る取り組みではないでしょうか？
　この他にもイオングループでは、植樹や被災地
復興への支援、リサイクル活動や次世代の育成な
ど様々な形で社会貢献が行われています。そこに
は企業の特性を活かし「より密接にお客様・地
域・企業がつながっていける形を追求したい」と
の想いがあります。
　地域の活性化のためには地道な取り組みかも
しれませんが、今後もこの想いを強く持って様々
な活動に取り組み、改善していかれるそうです。
皆さんも毎月11日には気軽にボランティアをし
てみて下さい。
　※3月は9～11日で東北の被災地支援、4月は
10～11日で行われます。
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　東区社会福祉協議会では、ともに暮らせる福祉のまちづくりをめざし懸命にがんばっています。
今年度、平成25年 4月 1日～平成26年 3月 31日の入金状況 570,000 円
安定した財源確保に向け、引き続き賛助会員を募集しておりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

賛助会員を募集しています！

『真の地域密着をめざして』

ちゃいちゃいまつり

賛助会員ご入会ありがとうございます 平成25年 12月 14日～
平成26年 3月 31日現在（敬称略）

受託事業

30,873,000円
法人運営事業

42,729,000円
会費収入

1,061,000円
寄付金収入

64,000円
雑収入

350,000円

助成金収入

500,000円

受取利息配当金収入

1,000円

経理区分間繰入金収入

2,853,000円
前期末支払資金残高

5,561,000円

企画・広報事業

780,000円

地区社協育成事業

7,502,000円
研修・会議事業

353,000円

予備費

3,178,000円

貸付事務事業

2,176,000円
相談援助事業

153,000円

ボランティアセンター活動事業

4,494,000円
部会・委員会事業

136,000円

福祉推進事業

936,000円

共同募金配分金事業

727,000円

～マックスバリュ西日本株式会社編～ 

企業の社会貢献活動
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42,729,000円
会費収入

1,061,000円
寄付金収入

64,000円
雑収入

350,000円

助成金収入

500,000円

受取利息配当金収入

1,000円

経理区分間繰入金収入

2,853,000円
前期末支払資金残高

5,561,000円

企画・広報事業

780,000円

地区社協育成事業

7,502,000円
研修・会議事業

353,000円

予備費

3,178,000円

貸付事務事業

2,176,000円
相談援助事業

153,000円

ボランティアセンター活動事業

4,494,000円
部会・委員会事業

136,000円

福祉推進事業

936,000円

共同募金配分金事業

727,000円

～マックスバリュ西日本株式会社編～ 

企業の社会貢献活動
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救急時の見守りと支援のために救急時の見守りと支援のために
＝ 救急医療情報キット配付事業 ＝

❷発見・確認

救急隊員が
救急キットから
医療情報を確認

❸搬送
情報 かかりつけ医

救急キットがあることを
示すステッカー

救急車を
お願いします。

自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど、
「もしも…」の時の安心・安全を守るために…
　お年寄りや障害のある方の万一の備えとして、
あらかじめ「救急医療情報キット」（以下「救急キッ
ト」）に持病・かかりつけ医・お薬情報などの医
療情報や緊急連絡先などの情報を入れて、自宅冷
蔵庫（の内側扉）で保管していただき、救急搬送
の際、救急隊員を介して、その情報を医療機関に
伝えるしくみです。

救急キットは冷蔵庫
内側扉で保管

【救急キットの中に入れるもの】
◎救急安心カード
◎薬剤情報提供書（写）またはお薬手帳（写）
◎その他 ・健康保険証（写）・診察券（写）
　　　　 ・写真（本人確認ができるもの） など

救急キットに保管する医療情報が最新のもの
でないと適切な処置を受けることができません。
最初に情報等を入れたきりにならないよう、

自分自身で医療情報等を更新していくことが大
切ですが、情報更新を忘れないように声かけや
必要な方には更新のお手伝いなど、配りっぱな
しではなく、地域でも定期的なかかわりが必要
になってきます。

東区では現在、上温品・牛田新町・尾長地（学）
区社会福祉協議会が、高齢者等の見守り活動
の一環として、すでに救急キットを配付して
います。
また、他の地区でもこれから、地（学）区社
会福祉協議会が中心となって、地域で継続して
見守っていく体制を整えつつ、救急キットの配
付をすすめていく予定です。

2014 4

日　程：4/21 ～ 6/23 毎週月曜日 全９回 ※5/5はお休み
時　間：19:00 ～ 21:00
会　場：東区総合福祉センター ４階 ボランティア研修室他
対　象：手話に興味のある方
定　員：先着 30人（※事前申し込みが必要です）
参加費：200円
申込締切：４月 18日（金）

日　時：5/30 ～ 7/11 毎週金曜日 全７回
会　場：牛田公民館
対　象：音訳ボランティアに興味のある方
定　員：先着 20人
　　　　（※事前申し込みが必要です）
参加費：無料
　　　　※定員になり次第締切ります。

春からスタート！ ボランティア講座
～「手話」の世界へようこそ～ ～「声」が役立つボランティア～手話入門講座 音訳ボランティア入門講座

音訳ボランティア
とは、目の不自由
な方々に「声」で
情報をお届けする
ボランティアです。

害

害

害

害

❶救急通報

可能ならかかりつけ医療機関に搬送、
そうでない場合は他の救急病院へ

視覚障害者への音訳物による情報の提供
（録音テープ・CD作り）

支援活動

東区ボランティアセンター登録グループ一覧

「何かボランティアしてみたい！どんなボランティアがあるの？」
まずはボランティアコーディネーターと一緒にご自分に合うボランティアを
さがしてみませんか。「ボランティアをしてほしい」というご相談もお受けいたします。  

※詳細についてはお問い合わせください。上記以外にも個別のボランティア、イベント支援ボランティアなどいろいろな活動があります。

春からボランティア！  ボランティア相談  平日：午前９時 15分～午後４時


