
話に花が咲きます！

地区事務所の入口

　平成20年度に開所された社協活動の拠点となる地区事務所は、
約６年経過しました。現在の活動について伺いました。
 
どんなことをやっていますか？
　毎週月曜日と木曜日の午前10：00～11：30に、「ふれあいサロン」
をやっています。主にはおしゃべりですが、季節行事や、絵手紙、
地域包括支援センターの話、ギター演奏に合わせて歌謡曲を歌い、
楽しいときを過ごしています。毎回10名ぐらいが集まっています。
 
活動を通じてどのように感じていますか？
　サロンを始めた頃は、「あーでもない」「こーでもない」と試行
錯誤でした。現在もそうなのですが、ようやく目指している活動に
たどり着きつつある、といったところでしょうか。
　参加者から、「いつ来ても楽しいよ！」との言葉をもらったときは、
この場があってよかったなと感じています。この場に来て、顔を合わせ、
おしゃべりすることで、ストレス発散にもなっているような気がします。
　みんなで100歳まで元気に過ごそう！と話しています。

～その他の活動として～「戻そう！やまたのホタル」同好会
　豊かな自然に恵まれた山田町には、昔は多くのヘイケボタルが
飛んでいましたが、今はほんのわずかとなりました。そこで、平成 
22 年６月に同好会が発足しました。ホタルの幼虫を飼育、放流
を行い、ホタルの飛び交う豊かな自然環境を取り戻そうと、小川
の浄化活動や環境整備に地域を挙げて取り組んでいます。
 

「ふれあいサロン　やまた」	 開所日：毎週月・木曜日　午前10：00～11：30
	 所在地：西区山田新町2-10-5
	 連絡先：082-942-5577

山
や ま

田
た

地区社会福祉協議会の地区事務所「ふれあいサロン やまた」におじゃましました！

福祉情報

第116号

※「やあこんにちは！」で取り上げたい西区内の人・モノ・団体等がありましたら、西区社会福祉協議会まで情報をお寄せください。
この広報紙は、（財）多山報恩会の助成金および共同募金配分金により作成しました。

　みなさんの笑顔があふれる素敵なサロンでした。
　このような、楽しく、気軽に、誰でも参加できる「つどいの場」づくりは、地区（学区）社会福祉
協議会をはじめ、町内会などでも取り組みをされています。

山田地区（平成26年３月末現在）	
人　口：2,227人　	
世帯数：981世帯

「戻そう！やまたのホタル観賞会」
６月22日（日）19：00～	 勉強会（山田集会所）	
	 終了後、観賞会（山田町）	
	 ＊田んぼに入るため、長靴着用

連絡先：082－942－5577

ぜひお越しください！
（申込不要）
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昨年度、第５次５か年計画を引き継ぐ「西区地域福祉推進第６次５か年計画（平成25年度～平成29年度）」を策定し、
地域で安心して暮らせる、住民一人ひとりが主役となったささえあいのまちの実現をめざして活動を進めます。

平成26年度  主要事業計画・収支会計予算
社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会

基本方針

○法人運営事業
　役員研修・職員研修・会議の開催	
　自主財源の醸成
○企画・広報事業
　広報　社協だより「ふれあい」の発行	
　福祉大会・福祉まつりの開催（10/4）
○地域福祉活動推進事業
　地区社協の育成
　福祉のまちづくり事業の推進	
　地域福祉推進委員の設置	
　地区社協役員研修会の開催
○福祉推進事業
　児童（子育て支援）	
　老人（在宅高齢者支援・在宅介護者支援）	
　障害児者（社会参加活動の推進等）	
　母子・父子（ひとり親家庭親子の集い）
○部会・委員会
　総務部会・事業部会・委員会の開催

○ボランティアセンター活動事業
　各種ボランティア講座・研修会の開催	
　ボランティアセンター通信・新聞の発行	
　福祉教育推進事業の実施	
　学校等における福祉教育推進事業の推進・協力
○共同募金配分金事業
○相談援助事業
　自立支援総合相談援助事業の実施	
　福祉サービス利用援助事業への協力	
　生活困窮者支援への協力
○貸付事務事業
　生活一時・母子家庭等緊急貸付事業	
　生活福祉資金の相談・貸付
○指定管理事業・市受託事業
　西区地域福祉センターの管理・運営	
　広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
○その他の事業
　共同募金会西区分会への協力等

収支会計予算	 単位：円

会長・副会長・顧問の 
体制が決まりました
（任期：平成26年５月31日～	
	 平成28年５月30日）

よろしくお願いします。

会　長　　水戸川　旭	

副会長　　打越　　勲	

副会長　　椿原　俊憲	

副会長　　橋川　　徹	

顧　問　　東　　友一

平成26年度 広島市ひとり親家庭学習支援事業 
～夏休みを利用した学習支援～

夏休みを利用して、学習習慣を身につけ、基礎学力の向上を目的とした学習支援講座が
始まります。
対 象 者	 広島市に在住のひとり親家庭の子ども	
対象学年	 小学校４年生～中学校３年生	
募集人数	 各会場で10名程度（多い場合は面接により決定）	
指導場所	 西区地域福祉センター	
	 （ほか、東区総合福祉センター、安佐南区総合福祉センターでも実施）	
指導日程	 （全日程15日間・１日２時間　午前10：00～12：00）	
	 ７月23日・25日・28日・29日・30日	
	 ８月１日・４日・７日・８日・11日・18日・19日・20日・22日・25日	
＊支援員は研修を受けた大学生などです。会場では、生活相談などもお受けします。	
費　　用	 無料	
申込締切日	平成26年６月20日（金）必着	
問い合わせ	（一般財団法人）広島市母子寡婦福祉連合会事務局　TEL082-241-1768

【経常収入計 88,218,000円】 【経常支出計 88,218,000円】

寄付金収入
550,000

前期末支払
資金残高
12,432,000

雑収入
250,000

受取利息
配当金収入
5,000

経理区分間
繰入金収入
1,870,000

事業収入
（参加費収入）
60,000

受託金収入
13,082,000

助成金収入
500,000

経常経費補助金収入
58,319,000

貸付事務事業
4,196,000

市社協
受託事業
7,797,000

市指定管理事業
5,285,000

予備費
11,933,000

ボランティア
センター
活動事業
4,582,000

相談援助事業
153,000

共同募金
配分金事業
1,185,000

部会・委員会
229,000

福祉推進事業
15,000

法人運営事業
43,704,000

企画・広報事業
1,199,000

地域福祉
活動推進事業
7,940,000

会費収入
1,150,000
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～絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一緒に遊びましょう！～
「子ども大好き！」なボランティアが集まり運営しています。お気軽にご参加ください！

“子育てオープンスペース”ってなあに？
安心して子どもを遊ばせる場が欲しい

たくさんお友達をつくりたい

子育ての情報交換をしたい

そんな子育て中の親子が、気軽に参加できる
“親子の交流”の場が「オープンスペース」です。
※	参加費無料・時間内であれば出入り自由です。

７月２日（水）・８月20日（水）
９月３日（水）
10月以降も毎月開催予定です。
問い合わせ
広島市西区社会福祉協議会 
TEL082-294-0104

今後の開催予定

開催場所 西区地域福祉センター４階

時　　間 毎月第１水曜日（祝日の場合翌週開催）
午前10：00～12：00

支援グループ わぃわぃサークル

郵便振替口座　01350-9-16537 社会福祉法人  広島市西区社会福祉協議会
（振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せください。）

お財布
から

コロ コロ コロッと
愛が生まれます！！

みなさまのあたたかいお気持ちは、区内の地域福祉活動を推進する貴重な財源として有効に使わせていただきます。

ご協力いただいた募金は、民間社会福祉施設や団体への助成金等に配分されるほか、地域福祉・
在宅福祉推進事業の財源として役立てられます。
今後とも共同募金運動にご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

平成25年度募金実績額 (広島市共同募金会西区分会実績分) 11,636,175円
例)   ・地区社会福祉協議会への助成金として福祉のまちづくり総合推進事業、地区社協事業の経費に
　　	・高齢者、障害者、子育て中のお母さんたちのふれあいの場、交流の場（ふれあいいきいきサロン）づくり
　　	・在宅で高齢者や障害者を介護されている方のリフレッシュ事業
　　	・ひとり親家庭の集い事業	など

ありがとうございました

＜特別賛助会員＞	 井口地区民生委員児童委員協議会様　西区認知症の人と家族の会様
	 ボランティアグループ「和の手仕事」様　西区心身障害児者父母の会様

ご加入ありがとうございました
＜賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名＞＊順不同　（Ｈ26年３月11日～Ｈ26年５月31日）

＜賛助会員＞	　湯葢	康之様　秦	孝成様　原田	明様　田部	正敏様　匿名１４件

※営利法人の場合は、法人税法第37条による額が損金算入されます。個人の場合は、所得税法第78条により寄付金控除が受けられます。

ご寄付ありがとうございました
＜寄付者ご芳名＞（Ｈ26年３月11日～Ｈ26年５月31日）
＜一般寄付＞吉川	幸晴様　山中	竹利様　山本	昌宏様

ご加入いただくには

個人対象賛 助 会 員
1口＝2,000円 企業・団体等対象特別賛助会員

1口＝5,000円

※平成25年度賛助・特別賛助会員の加入状況 
賛助会員 58件 179,000円 
特別賛助会員 45件 743,000円

子育てオープンスペース

ピクニックひろばのお知らせ
平成26年度 

 

日　　時	 平成26年８月３日（日）	
	 10：00～13：00

内　　容	 トールペイントの作品を	
	 作ろう！

場　　所	 西区地域福祉センター	
	 ４階ボランティア研修室・	
	 会議室

参 加 費	 １家族500円

定　　員	 40名

申込締切日	 平成26年７月15日（火）必着

申し込み	 広島市西区社会福祉協議会	
	 TEL082-294-0104	
	 FAX082-291-7096

ひとり親家庭のつどい 
参加者募集
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■ 編集・発行
　社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会 
　　　　　　　　広報委員会
〒733-8535 
広島市西区福島町二丁目24番１号 
西区地域福祉センター４階
TEL　082-294-0104
FAX　082-291-7096
E-mail:nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ 
http:/www.shakyo-hiroshima.jp/nishi

2014年（平成26年）6月号　No.90
西区ボランティアセンター（広島市西区社会福祉協議会）

〜子ども・高齢者・障害のある人たちと交流しよう〜

夏休みヤングボランティアスクール 2014

西区内の保育園・高齢者施設等の協力を得て「ヤングボランティア育成講座」を開催します。
施設での体験等を通じて、福祉についての理解を深め、ボランティアを始めるきっかけにして
みませんか？ 学生等の皆さんの参加をお待ちしています。
◆実施期間	 平成26年８月４日(月)～８月20日(水)
	 ＊８月４日（月）のオリエンテーションと８月20日（水）のまとめは必ず参加	
	 ＊体験学習は３日程度参加
◆参加対象	 西区に通学、またはお住まいの中学生から25歳までの青少年
◆参 加 費	 300円（保険料等）
◆参加定員	 40名（定員になり次第締め切り）
◆申込締切	 平成26年７月16日(水)まで
◆問い合わせ	 	広島市西区社会福祉協議会　TEL 082-294-0104

８月４日(月)	9：30～15：30
(会場)西区地域福祉センター
＊全員参加

オリエンテーション
午前：受付・全体説明
　　	保育園・福祉施設からのお話
午後：レクリエーション研修

８月５日(火)～８月19日(火)
体験日時および会場は、体験先に	
より異なります。
＊各自選択した日程（３日間程度）

体験実習など
☆各自選択した保育園・福祉施設・行事の体験
≪体験実習先≫	※予定
保育園・高齢者施設等　

８月20日(水)	10：00～12：30
(会場)西区地域福祉センター
＊全員参加

まとめ 体験して感じたことを話し合おう！！

スケジュール
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