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熱中症にお
気を付けく
ださい

安佐南区と安佐北区で
ボランティアの受付をしています
「安佐南区災害ボランティアセンター」を設置
安佐南区地域福祉センター

１階

ボランティアサロン
（安佐南区中須１－３８－１３）
ボランティア参加希望専用
☎

０８０－２９３１－３１４２
０８０－２９３１－３２４２ ほか

FAX ０８２－８３１－５０１３
「安佐北区災害ボランティアセンター」を設置
安佐北区総合福祉センター

１階

（安佐北区可部３－１９－２２）
ボランティア参加希望専用
☎
FAX

０８０－２９３１－４２４２

新しい情報
を確認して
ください。

０８２－８１４－１８９５

※個人で活動される方は、直接災害ボランティア
センターへ

佐伯区社会福祉協議会で、ボランティア
活動保険を受け付けています。
保険料は、Ａプラン３００円・Ｂプラン
４５０円です。
現地に行く前に加入してください。

※災害ボランティア本部 http://hiroshimavc.jp/
※災害ボランティア本部 フェイスブック
https://www.facebook.com/hiroshima.vc

「さえき福祉♡健康フェスタ２０１４」中止のお知らせ
先日、「さえき福祉♡健康フェスタ２０１４」のコーナー長会議にて今年の「さえき福祉♡健康
フェスタ」を中止することとなりました。
この行事を楽しみにされていた皆様や、準備をされていた関係者の皆様には誠に申し訳ごさい
ませんが、何とぞご了承の程よろしくお願い申し上げます。
このたびの平成 26 年８月１９日からの大雨により安佐南区及び安佐北区において甚大な被害
が発生しました。豪雨により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

長靴とヘルメットを持って
8 月 30 日(土)は、２０日の災害以来の晴天。

150 ㎝に。壁を壊し、

朝 6 時 30 分、私は安佐南区総合福祉センター

床板を剥ぎ、内壁の裏

前に長靴とヘルメット姿でたたずんだ。これから

に入り込んだ泥を取り

始まる災害ボランティアの受付を待つ人達が少

除く作業を進める。

しずつ集まってくる。親子連れ、学生達もいた。

粘土状だった泥が、風と日差しに晒され土埃と

私は、八木で活動するボランティアに加わり、

なり、人が動くたびに舞い上がる。粒子の小さい

15 人のチームで作業に当たった。スコップを担

泥の除去は難しく、最後は高圧洗浄しかなかった。

いで活動先へ向かう、水路の水はあふれ道を濡ら

作業は 9 時過ぎから始めて 15 時ごろまで続い

す。道沿いのところどころに、土石流に圧し潰さ

た。

れた自動車、泥まみれの家具・住宅の部材、巨大
な岩が積み上げられている。
担当は、団地最上部のＮさん宅。家に入り込ん
だ泥を取り除く作業だった。作業を進めるにつれ、

この日活動したボランティアは、安佐南区
2,495 名、安佐北区 770 名。
被災地への支援は当分続きそうだ。これからも、
多くの人の支援が必要だ。

内壁に残る泥の痕が高くなり、奥の部屋は床上

（S）

７月 22 日（火）、広島市総合防災センターで
「防災講座」を受講しました。参加者は 30 名で、
「自主防災」（減災）、心肺蘇生や煙の中の避難、
消火体験や地震体験などを学びました。
『貴重な体験ができて参加して良かった』とい
う意見が多数ありました。
午後からは、
「中央・幸工房」の美味しいお弁当
7 月 28 日（月）
、
「若年性認知症の人と家族
の支援と地域の役割」についてパネルディスカ
ッションによる研修会を開催しました。
参加者は４２名で、介護事業所などから事例
を聞き、広島市認知症地域支援推進員から“専
門職の役割”と“支え合い”についてお話を伺
いました。
若年性認知症への支援の必要性を知り、地域
住民がどこまで支援できるかについて、参加者
みんなが真摯に考えられる研修会でした。

を食べながら「ボランティア交流会」を開催しま
した。

消火器を使った訓練

私たちのまわりには、「心の病気」を抱えながら地域で暮らしている方がたくさんおられます。
「心の病気」を正しく理解し、ボランティアでできることを一緒に考えてみませんか！
日

時

内

容

講
師
中島クリニック
中島 哲夫 医師

10 月 30 日（木）

心の病気の理解

11 月

佐伯区内の事業所を知ろう！
精神障がい者と寄り添い方とは・・・
先輩ボランティアに聞く

ＮＰO 法人ほほえみ、中央・幸
工房、支援センターあいる
生活支援センターいつかいち

11 月 5 日（水）～
11 月 18 日（火）AM

当事者とのふれあい交流

保健師

11 月 18 日（火）

ランチサロン
ボランティアって難しい？

社協職員

4 日（火）

♥日 時：平成 26 年 10 月 30 日（木）～11 月 18 日（火）【全 4 回】１３：３０～１５：３０
♥場 所：佐伯区地域福祉センター（佐伯区役所別館）５階 ボランティア研修室
♥定 員：３０名（定員になり次第締め切ります）
♥参加費：３００円
♥共 催：広島市佐伯保健センター・広島市佐伯区社会福祉協議会
♥協 力：佐伯区ボランティアセンター登録グループ「紙ふうせん」
♥問合せ・申込み：広島市佐伯保健センター ☎（０８２）９４３－９７３３

ようこそ「ぷちボラ体験スクール」へ！

おにいさんと
一緒にゲーム
をして楽しそ
う！

８月７日～１１日（全４回でしたが、台風のため９日は中止）
、高校生・大学生から 25 歳までの方々
を対象に「ぷちボラ体験スクール２０１４」を開催しました。参加者は、2０名でした。
初日は、参加者が仲良くなるゲームや子どもたちとの遊び方を学び、知的障がいの疑似体験をしまし
た。お母さんたちから障がいのある子どもたちの日ごろのようすなども教えていただきました。
2 日目は、知的障がいのある子どもたちと「龍頭峡」へバスハイクの予定でしたが、台風のため急き
ょ変更。参加者が、手作り遊具を作って子どもたちと楽しく遊びました。
最終日は、車いすユーザーの竹上さんのお話・「ぷちボラ体験スクール」のふりかえり学習と先輩ボ
ランティア 4 名（広島工業大学の遠藤君、石原君、鈴峯女子高校の乗石さん、美鈴が丘高校の広田君）
の話を伺いました。
参加者から、学校で経験できない貴重な体験がたくさんできて楽しかったという感想が多く聞かれ、
満足な笑顔と精いっぱい頑張ったという達成感が見られました。

知的に障がいのある子どもたちとふれあいな
がら、一緒に体を動かしてみませんか！
♥日にち：①平成２６年 ９月１３日(土)
②平成２６年 10 月 1８日(土)
♥時

地域とのふれあい・交流として「皆賀園まつり」を
開催します。お祭り支援スタッフとして楽しみなが
らお手伝いしてみませんか！

間：①１６：００～１７：３０
②１４：００～１５：３０

♥場

知的障がい者就労支援センター「皆賀園」では、

所：佐伯区スポーツセンター

♥日 時：10 月２５日（土） 9：00～16：00
♥会 場：広島市皆賀園（皆賀 2-10-11）

(佐伯区楽々園 6-1-27)

☎（０８２）９２１－０８１３

♥持参物：上靴・動きやすい服

♥内

♥主

♥人 数：１０～１５名くらい

催：広島市手をつなぐ育成会
佐伯区支部学親会

お問合せ・申し込み

容：模擬店手伝い・遊びコーナーなど

♥備 考：昼食は準備しています

佐伯区ボランティアセンター

（０８２）９２１－３３６０

リボンサロン 13：30～
9 月 9 日（火）
10 月 14 日（火）２８(火)

募金に
ご協力ください

平成 26 年広島県大雨災害義援金
栄養士による「みんなの食育アカデミー」を
受講しませんか！
栄養士による食育教室やＶＴＲなど 1 時間

♥義援金の受付
① 現金持参：佐伯区共同募金会（佐伯区社会

の講義が無料で受講できます。うれしいお土産
付きですよ。
グループの研修会やサロンなど
にいかがでしょうか。

福祉協議会内）ほか広島県共同募金会及
び県内市町村共同募金会
② 口座振込：広島銀行 三川町支店
口座番号 普通 ０６２０９４７
社会福祉法人 広島県共同募金会

♣開催期間：平成 27 年 3 月 10 日まで
♣受付期間：平成 27 年２月末日まで
♣対
象：県内 80 団体・グループ
♣主
催：公益社団法人広島県栄養士会

＊広島銀行本支店間の手数料は無料です。

♣お問い合せ・申込み
（公社）広島県栄養士会栄養ケアステーション
☎（０８２）２６１－０８８５

＊窓口にて「広島県大雨災害義援金」とお申
し出ください。

♥受付期間
平成 26 年 12 月 26 日（金）まで
♥広島市佐伯区共同募金会（佐伯区社会福祉
協議会内） ☎０８２－９３１－３１１３

