
開催日程：８月11日（月）、８月12日（火）、８月18日（月）
場　　所：東区総合福祉センター他
　　　　 （東区東蟹屋町9-34 東区役所となり）
対　　象：25才までの学生（高校生以上）
参 加 費：５００円（別途ボランティア活動保険代300円）
昼　　食：8/11各自持参、8/12弁当あり、8/18バーベキュー
定　　員：先着２５名※全回参加できる方を優先させていただきます。
備　　考：各回とも動きやすい服装で参加してください。

東区社会福祉協議会
TEL :(082)263-8443／FAX :(082)264-9254
E-mail : higashi@shakyohiroshima-city.or.jp

申込・問い合わせ先

申込締切：7月11日（金）
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この夏はボランティアに挑戦してみませんか？
「Ｌet's TRY ミニボラ」とは、学生による学生のための

ボランティアです！1度しかない学生生活・
私たちと一緒に素敵な仲間、輝く笑顔に

出会ってみませんか??



『ちゃいちゃいまつり』東北応援コーナー

2

原町借り上げ住宅サロン（原町福祉会館）の皆さまの様子。東北にも多くの笑顔の輪が広がりました。

　平成26年3月23日（日）に開催された「ちゃいち
ゃいまつり～笑顔の輪を広げんちゃい～」の東北応援
コーナーに集まった募金で福島県南相馬市で毎週定
期的に開催されているサロンへお菓子を寄付させて
いただきました。
　南相馬市社会福祉協議会からお礼とサロンの皆様
の写真が届きましたので、ご報告させて頂きます。

～多くのご支援・ご協力ありがとうございました～

「かけはし」は、認知症や知的障害・精神障害により判断能力が不十分なため、
日常生活を営む上で不安のある方が利用できます。

●東区社協までお問い合わせください。
　　　 ※生活保護世帯は利用料負担が免除されています。

決
算

自分だけでは郵便物の管理や
福祉サービス利用などの手続きができない

自分だけでは日常的な預貯金の入出や
各種支払いが難しい

自分だけでは通帳など貴重品の保管や
管理に不安がある

平
成
25
年
度

サービス内容

福祉サービス利用援助・
日常的金銭管理サービス

書類など預かりサービス
通帳、印鑑、証書など
お預かり1か月1,500円

生活支援員による
訪問１回（約２時間）
につき1,500円

サービス利用料

収入の部 支出の部

助成金収入
500,000円

受託金収入
12,954,913円

雑収入
963,292円

受取利息配当金収入
350円

会費収入
1,081,000円
寄付金収入
2,406,800円

市社協補助金収入
50,820,532円

経理区分間繰入金収入
2,658,000円

前期未支払資金残高
6,703,730円

地区社協育成事業
6,902,906円

研修・会議事業
108,000円

福祉推進事業
809,398円

部会・委員会事業
55,122円

ボランティアセンター
活動事業
4,146,839円

共同募金配分金事業
662,314円

相談援助事業
153,000円
貸付事務事業
2,183,000円

法人運営事業
40,695,110円

企画・広報事業
732,737円

受託事業
12,954,913円
次期繰越差額
8,685,278円

ご利用の相談と合わせて各種相談、
事業説明のための訪問を行います。※相談は無料です。

※サービスは有料です。

ご報告とお礼

このような方々とサービス提供の契約を結び、地域で安心して
自立した生活ができるよう相談や支援を行っています。

計78,088,617円 計78,088,617円

「かけはし」（ 　　 ）福祉サービス
利用援助事業 をご利用ください！

あんしん・いきいき生活を応援します。



❶まちを見守る
　まちの安心安全活動として町内会による毎日の低学年下
校見守り、月２回の夜警、社協夜回りで手薄な所を補充してい
る。防犯組合による深夜の祇園新道の地下道見回り等防犯活
動が盛んである。また洪水の如く流れる祇園新道の車・自転
車・歩行者（高校生・中学生・小学生）を対象に交通マナー指
導キャンペーンを9月初め東署・上温品交通安全推進隊・交
通安全協会、小・中・高学校の先生・牛田社協を巻き込んで
牛田新町全体で展開した。最近の若い人は交通の便はもとよ
り、子育てが安心して出来るまちに住みたいとの希望が強く
牛田新町はその対象となっているそうで嬉しい。牛田新町小
学校の新１年生は２クラスから３クラスに増えている。

❷子どもの健全育成
　春の町民大運動会・夏の太田川川下り・秋祭り・冬の餅つ
き大会等３世代交流の場づくりをしており、転入者の参加も
多く交流が盛んである。子どものソフトボール・サッカー・フッ
トベースボール・剣道・空手・柔道・スケートなどの体協・子ど
も会の保護者を含む交流があり、また七夕祭り・クリスマス
会・ひな祭り・子育てサロンなど民児協による交流が行われ
ている。子どもの頃の思い出づくり、地域活動の経験を通じ
て社会へ巣立って行ってもらいたい。牛田中学校の不登校の

生徒も少なくなり、学校は落ち着いている。区域外からの転入
生も多く市内有名校への進学率も上がっていると聞く。

❸サイレント・プア
　一人親世帯の貧困とその子どもへの連鎖・非正規女子の貧
困・低所得高齢者の貧困・お泊りデイ等福祉課題は山積して
いる。市・区社協が本年度から取り組む、困っている人への食
料の無料配布を新町社協も行うことになるでしょう。

❹国宝不動院
　国宝不動院の補修大工事が終了する８月のリニューアルを記念
して小学生の写生大会を行い、来年１月の文化財保護デーでの防
災訓練を行う際に表彰・展示する計画である。東区歴史の散歩道
の起点になっている不動院へ、多くの方に来て欲しいものである。
　牛田新町社会福祉協議会は会長を始め地域福祉推進委員、
各町内会長・町内会役員がまちづ
くりを主導しており、各部会を巻
き込んだ活動が盛んである。町内
会副会長が福祉委員を兼務して
いる町内会が現れ、今後各町内会
へ広めて行きたいと考えている。

牛田新町地区社会福祉協議会の活動あれこれ

　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26年4月1日～平成26年5月29日の入金状況126,000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。

賛助会員ご入会ありがとうございます 平成26年4月1日～
平成26年5月29日現在（敬称略・順不同）

牛田新町地区社会福祉協議会では、春の新町旅行会・秋の敬老会へのお誘い、週末のグラウンドゴルフ、春秋の
お助けネット、高齢者を訪問し見守りを兼ねた活動を行い介護予防に努めている。また、集会所では編み物、
大正琴、三味線、囲碁、ダンス、カラオケ、合唱などが盛んである。
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賛助会員を募集しています！

何口でもご加入いただけます。

【福田地区】

【上温品地区】
【中山地区】

【戸坂学区】
【牛田新町地区】

小倉　　昇　　百田　暁治　　福原　令二　　浜田　富子
大田　修二　　今野志津子　　鈴木　雄二　　安永　邦明
柿木田　勇　　山本　幸弘　　宅重　英輝　　柳川　文二
児玉　吾郎　　種村　博文　　松長　忠義　　冨田　宏治
野村　克己　　上恵木宏行　　小川　清彦　　久保　　正
辻　　秀司　　匿名3名
鋤田　耕一
植村　　博　　小坂　典子　　川上　壽子　　大原　正紀
匿名6名
村田　耕治
古川平三郎　　山肩イクコ　　大佐古理壮　　保田　紀昭
甲元　零子　　守田　雪子　　釜床貴美恵　　谷田　　仁
森岡　俊子　　野村登美子　　平田　幸壮　　田邊　榮一
笠井　二郎　　笠原　重蔵　　大滝　　徹　　小浦　勝昭

個  人

団  体（法人外）

【牛田学区】
【早稲田学区】
【尾長地区】
【矢賀学区】
【そ の 他】

平西　孝光　　平西　豊子　　和田　幸子
藤原　宏二　　八田　　浩　　山崎　正光　　植村紀支男
内木　茂彦　　正藤　祥子　　匿名3名  
石本　民子　　井唯　重巳　　藪野　幸枝
藤本　風明

東区タイムボランティアふれあい
広島シニアライオンズクラブ
特定非営利活動法人 ふりーす
特定非営利活動法人 お年寄りの家ことぶき
中山女性会
牛田新町地区民生委員児童委員協議会
匿名1団体

個人会員

一口 1,000円 一口 3,000円
団体会員（法人外） 団体会員（法人）

一口 10,000円
郵便振替口座 01380-6-77585
社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会



参加対象：東区在住、６～18才までの障害児、およびその兄弟姉妹
開催日時：7/25（金）、29（火）、
　　　　  8/1（金）、４（月）、8（金）、11（月）、12（火）、19（火）、21（木）、25（月）
　　　　  全10回　10:30～13:00　※時間は日にちによって変更する場合があります。
会　　場：東区総合福祉センター、広島市心身障害者福祉センターなど
参加費用：入会金 一家族につき1,000円／参加費　一家族につき1日500円
　　　　  ※プログラムによっては、別途必要経費がかかる場合もあります。
内　　容：クッキング、工作、ミニ運動会、レクリエーション、コンサート、ボウリングなど
申込締切：7/１（火）～7/10（木）
主　　催：東区障害児のためのサマースクール
共　　催：東区社会福祉協議会／東区心身障害者父母の会

障害のある子どもたちが長い夏休みを楽しく過ごせるように、保護者の方が中心になって
楽しいプログラムを企画されています。好きなプログラムを選択して参加することもできます。

　主婦の子育て経験を活かした社会貢献は何かを考え、平成９年から広島乳児院で乳児を対象にス
キンシップボランティアとして活動を始めました。訪問の度、笑顔の赤ちゃんに迎えられ、私たちが癒さ
れ、励まされ、元気をもらって帰ります。子どもたちの笑顔と成長を楽しみに活動しています。
　少人数のアットホームなグループで、宮沢賢治『雨ニモマケズ』の一節「ホメラレモセズ　クニモサ
レズ」を心に、淡々とした自然体の活動を理想としています。子どもが好きな方、子育て経験のない方
も大歓迎です。一緒に子どもたちの成長を見守りませんか。

活  動  日  時：水曜日　11:00～13:00 / 13:00～15:00　※各自が活動する週を決め月１回活動
活  動  場  所：広島乳児院（東区尾長西2-8-1）
活  動  内  容：だっこ、遊び相手、授乳、オムツ替え、オムツたたみ、シーツ掛など
活動の注意点：・１年以上継続して活動可能
　　　　　　  ・子どものプライバシー保護のため、活動中のことは他言しないという約束をしています
。

時　間：10：00～12：00
会　場：東区総合福祉センター ３階 大会議室
参加費：無料
持参物：大判のハンカチ、飲み物
共　催：東区ボランティアグループ連絡会、 東区社会福祉協議会

ボランティア活動や日頃の生活に“役立つ＆楽しい！テーマをてんこもりにした講座です。

この広報紙は赤い羽根共同募金の 配分金により作成しました。

ボランティア募集・講座・イベント情報などの新着情報はホームページをご覧ください。
アドレス http://www.shakyo-hiroshima.jp/higashi/

参加者
募集中！

東区障害児のためのサマースクール

ボランティアも
大募集！

（１日のみも可）

東区てんこもり講座～生活お役立ち研修～

『はるかぜ』～赤ちゃんの笑顔に癒されて～

日 時
内 容

講 師

定 員 50人
身近な応急処置Part2～あなたは何ができますか？～
日本赤十字社広島県支部
赤十字救急法指導員　山田　純一 氏

7/14（月）

『折り紙』
～くまモン&鼓のストラップ～
【時間】10:00～12:00

『レクリエーション』
～やまんば流?!みんなを楽しませる術～ 詳細については後日チラシ等で

お知らせいたします。お楽しみに～！【時間】10:00～12:00


