
申し込み方法：電話又はFAXでお申し込みください。
※FAXで申込みの場合、住所・氏名・電話をご記入ください。
主　催：社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

①「ふれあい・いきいきサロン活動の状況報告」
　報告者：中山地区社協役員
②「福祉のまちづくりプラン（5か年計画）実施状況の報告」
　報告者：牛田学区社協役員
③「広島土砂災害の教訓を戸坂に生かすために」～戸坂の弱点を探そう～
　報告者：戸坂学区社協役員
④「救急医療情報キット設置推進事業状況報告」
　報告者：温品学区社協役員

　地域の誰もが安心して生活でき、その町に住み続けたいと願ってい
ます。その願いを実現していく取り組みが「福祉のまちづくり」です。
東区内には１３の地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）が
あり、地域の実情に応じた活動を行っています。
　主な活動としては、「仲間づくり」や「情報交換の場づくり」、また、高齢者
や障害者、児童等で何らかの支援・援助を必要としている人たちへの、
近隣住民を中心としたお手伝いや連絡体制づくり等を進めています。
　このたび、地区社協の活動を広く区民に知っていただくために公開
講座を開催し、中山・牛田・戸坂・温品地区社協の方々から活動紹介を
していただきます。

平成２６年度

どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。

趣　旨

内　容

●ACCESS MAP

日　時：平成２６年１2月13日(土)１４：００～１６：00　受付開始13:30～
会　場：広島市東区総合福祉センター ３階 大会議室／広島市東区東蟹屋町９－３４（東区役所西隣）
定　員：150名（定員になり次第締め切り）

お申込み先
問い合わせ

広島市東区東蟹屋町9-34　東区総合福祉センター内
電話０８２－２６３－８４４３　FAX０８２－２６４－９２５４
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東区福祉のまちづくり公開講座東区福祉のまちづくり公開講座
～誰もが安心して暮らせる町づくりを目指して～～誰もが安心して暮らせる町づくりを目指して～

●広電バス
●県庁～府中線（2号線）「東区役所前」下車
●牛田早稲田団地～広島駅（循環路線）（5号線）
　「東区役所前」下車

●広島バス
●紙屋町～東浄団地線「愛宕町」下車徒歩5分
●バスセンター～上温品・寺分線（29号線）
　「愛宕町」下車徒歩5分

京
橋
川

至府中町

東区役所

至二葉の里

愛宕町バス停
新幹線JR広島駅
山陽本線

至海田

至岡山

至比治山

猿猴川

至八丁堀

東区総合福祉
センター 4階
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　ふれあい・いきいきサロン「ティータイム」が始まったきっ
かけは、社協の役員会でサロンづくりの話し合いが行われ、
役員が何度か検討してきましたが、集会所も公園もない
町内会では、どうにもならないと諦めていました。
　しかし、ある日の町内会で開催場所がないことについて
話をしたところ、Iさんから自宅を使ってサロンを行っても
良いとの申し出があり、平成14年3月5日に自宅開放型
サロンとして「ティータイム」が始まりました。
　その後、Iさんが転居されたことで、再びサロン会場に困っ
ていたところ、同じ町内に住んでおられた故岡峰さん（平成
21年2月8日没）が、この地を愛し、近隣の和とし、町民とし
て平穏に暮らすことを願われ、公正証書に「開館を建立し
東蟹屋町町内会に寄贈する」と書かれておられたことで、
東蟹屋町町内会は、町民の憩いの場として会館を建てられ
「岡峰会館」と命名しました。
　「ティータイム」は、東蟹屋町東部町内会域の方々を対象地
区として、「岡峰会館」で毎月1回第4火曜日の１４：００～１６：００
まで開催しています。「ティータイム」の特徴は、他のサロンで
行っているような活動内容（ゲーム、手芸、歌、体操等）は行
わず、特に決めごともなく自由におしゃべりしたり参加者

同志で交流したりして、男性も参加しやすいように配慮し
ています。また、毎年8月には、若い方も参加しやすいよう
に、土曜日の夕方から「岡峰会館」を会場として、高齢者と
若い世代の交流を目的としたミニビアガーデンを行ってい
ます。このミニビアガーデンは大好評です。「ティータイム」
では、このミニビアガーデンを開催するにあたり、毎月の
サロン開催日に貯金箱を設けて、日頃からコツコツと貯金
をしています。
　「ティータイム」へ参加されている方は、「これまで東蟹屋町
東部町内は、サロンを開催する場所がなかったので、本当に
良かったと思います。」また、世話人の石井さんは、「このサロ
ンは、特に内容は決
めずに開催している
ので、男性でも気軽
に参加できます。心の
安らぎの場として楽
しい時間を過ごしま
しょう。気軽に立ち
寄ってください。」と
話されていました。

日　　時：平成２６年１１月２７日（木）　１０：００～１４：３０
　　　　 （受付 １０：００／出発 １０：３０）
行 き 先：半べえ庭園（広島市南区本浦町8-12）
集合場所：東区役所駐車場
参加対象：東区内で寝たきりや認知症の高齢者を在宅で介護され
　　　　  ている方、または1年以内に介護を経験しておられた人
参 加 費：1,000円（昼食代・入浴代として）
定　　員：先着２０人
※申込み多数の場合は、初参加の方を優先させていただきます。ご了承ください。
申込期間：１１月４日（火）～１１月１４日（金）※土日祝日を除く

　秋になると高校や大学の推薦入試が始まります。学校によって
は、合格発表から数日中に入学金と前期分の授業料を納めなけ
ればならないというところもあります。いざという時に慌てないた
めにも、進学に際して、いつまでにどれくらいの費用が必要にな
るのかを学校に問い合わせ、あらかじめ試算することをお勧めし
ます。日頃から家庭内で話し合っておくことが大切です。
　入学時に必要な費用の貸付も様々なものがあります。まずは、
在学されている学校へお問い合わせください。
　また、東区社会福祉協議会も、低所得世帯
で、他制度が利用できない方に対して貸付可能
な、教育支援資金の貸付窓口となっております
ので、お問い合わせください。

「在宅介護者のつどい」

入学金等の準備はできていますか？

「東蟹屋町東部町内会にサロン会場ができてよかった！」
ふれあい・いきいきサロン「ティータイム」（尾長地区）の紹介
「東蟹屋町東部町内会にサロン会場ができてよかった！」
ふれあい・いきいきサロン「ティータイム」（尾長地区）の紹介

楽しく交流している風景

弁護士無料相談のお知らせ
　広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切
な助言、援助を行い地域住民の福祉増進を図ることを
目的として、弁護士による法律相談を開催します。

参加者募集！

日　　時：平成２６年１１月１９日（水）１３：００～１６：００
場　　所：東区総合福祉センター４階
　　　　（東区東蟹屋町９番３４号）
相談内容：親子関係、多重債務、破産、過払い金取戻し、　
　　　　 土地のトラブル、離婚、相続、少年事件など
相談時間：１人 ３０分
申 込 先：東区社会福祉協議会へ（電話またはＦＡＸで）
申込開始：平成２６年１０月２０日（月）から
定      員：６人（東区在住の方が優先です）
そ の 他：受付後「法律相談予約受付票」を提出いただ
　　　　きます。代理人による申込はご遠慮ください。
　　　　※内容によってはお受けできない
　　　　　  こともあります。



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9月 8日の入金状況 474,000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

ご寄付ありがとうございました

賛助会員を募集しています！
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何口でもご加入いただけます。

【福田地区】
【馬木地区】
【上温品地区】
【温品地区】

【中山地区】
【戸坂城山学区】
【戸坂学区】
【東浄学区】

【牛田学区】

【早稲田学区】

【尾長地区】

白鷹　之枝
小林　美鈴　　上野千鶴子　　上野　民子
本谷　忠昭　　黒木　茂年　　桑原　りえ
小谷　秀幸　　松本　勝司　　大武　房枝 
小林トメ子　　本多　寿江
松浦　光江　　畑岡　良二
品田　　良
村田　耕治
萩原　　眞　　藤原　　實　　田中つや子　　湊　喜美子
光広多美子　　大元喜一郎　　栗栖　義行　　萩守　才造
難波　照雄　　大原　政美　　藤井　康之 
野々部　卓　　木原　政弘　　夛田　　実
中村　　博　　中村　桂子　　澤田　良平　　恵木田鶴子
山下　英生　　吉岡　宏明　　長田　照義　　宮原　信子
秋田乾一郎　　細川　　潔　　上野　　宏　　深川　　譲 
森平　茂章　　竹本　博光　　高屋　　満　　八木　泰子 
高橋　恵子　　山城　政之　　大島　信明　　瀧山　　章
小尻　晋也　　原田　幹太　　野村コズエ　　菅　　雄生
森田　幸次　　佐藤　　優　　松岡佐智子　　世良　靖子

個  人

団  体（法人外）

【矢賀学区】

【そ の 他】

石田三枝子　　新長　静夫　　唐津　美子　　桑野　恭彬
中井　正己
大田　正憲　　山本　和登　　世羅　忠好　　山田　逸夫 
濱吉　計守　　飯田　澄雄　　榎本三千夫　　増本　　豪
山田　浩雄　　光永　暢博　　植木　トミ　　福本　哲心
飯田　幸三　　正田　修一　　山田　正一　　飯田　伸吾
宮本　和人　　
松谷　幹雄　　出﨑　尚登

手芸ボランティア 社会福祉法人神田山長生園
人工内耳友の会[ACITA]広島支部　　中山台町内会  

団  体（法人）

山岡　雅一 　 のの　よもぎ（敬称略）

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

平成26年5月30日～
平成26年9月8日現在（敬称略）

ひよこ小児科内科　水入クリニック　野坂歯科医院　益田医院　山﨑病院
かごさき小児科医院　鯉城歯科医院　 沖本眼科　　　沢村歯科医院
広島第一病院　　　戸坂外科医院　 水野皮ふ科
高橋泌尿器科・皮ふ科クリニック　　 ワカサ・リハビリ病院
土方外科医院　　　金谷医院　　　 おかもと整形外科クリニック
小沢医院　　　　  おちあい循環器内科クリニック 

　共同募金運動が今年も10月1日から始まっ
ています。
　東区社会福祉協議会の事務所前にも募金
箱を設置しています。皆さまのご理解とご協力
をお願いいたします。

平成２６年広島県大雨災害義援金募集
※各銀行の窓口で振込手数料が無料となります。※窓口にて「広島県大雨災害義援金」とお申し出ください。①口座振込み

広島銀行 三川町支店　
もみじ銀行　昭和町支店
広島県信用農業協同組合連合会　本所　
ゆうちょ銀行

普通　０６２０９４７
普通　３０１３１５５　
普通　０００４７９１　
００９２０－５－２３４８５２

社会福祉法人　広島県共同募金会
社会福祉法人　広島県共同募金会
社会福祉法人　広島県共同募金会
広島県共同募金会（広島県大雨災害義援金）

金融機関 口座番号 口座名義

赤い羽根共同募金
～じぶんの町を良くするしくみ。～

希望くん

愛ちゃん運動期間：平成２６年１０月１日～１２月３１日

平成２５年度  東区内募金総額：9,603,854円／平成２６年度  東区内募金目標額：10,403,000円

②現金持参  窓口：東区共同募金会（東区社会福祉協議会内）ほか広島県共同募金会及び県内市町村共同募金会
③募金  東区社会福祉協議会及び温品福祉センター内の上温品地区社会福祉協議会の事務所前に募金箱を
　　　   設置しています。

平成２６年１２月２６日（金）まで
受付期間

ご協力ありがとう
ございました
平成２６年８月２２日～平成２６年9月30日現在（敬称略）

福田地区社会福祉協議会
馬木地区社会福祉協議会
上温品地区社会福祉協議会
温品学区社会福祉協議会

東浄学区社会福祉協議会
戸坂城山学区社会福祉協議会
戸坂学区社会福祉協議会
牛田新町地区社会福祉協議会

牛田学区社会福祉協議会
早稲田学区社会福祉協議会
中山地区社会福祉協議会
矢賀学区社会福祉協議会

尾長地区社会福祉協議会
茜とんぼの会
茜とんぼの会（ボランティア）
中山台町内会



　8月22日開催予定でしたが、天候不順のため中止となり大変ご迷惑をおかけいたしました。
改めて募集を行います。今度こそオリジナル「くまモン」を作りましょう！

　『地域の皆様との交流』をテーマに今年もお祭りを開催します。
楽しいイベントを計画中です。皆様のお越しをお待ちしています。

日　時：平成２６年１１月８日（土）　１０：００～１５：００
　　　 ※雨天順延 11月9日（日）
場所&内容
① 桜ヶ丘児童公園（東区戸坂桜上町７）
　 野菜の青空市場、餅つき、フリーマーケット、カレー、
　 フランクフルト、ストラックアウト、お菓子釣り
② さくらサロン（東区戸坂桜西町8－４ 市営桜ヶ丘アパート３号棟Ａ）
　 一日カフェ

日　時：平成26年11月２８日（金）、１２月５日（金）
　　　 13:30～15:30
内　容：「ぽっぽひがし」でのボランティア活動について
         子どもの事故予防について　等
対　象：子育て支援ボランティア活動に関心のある方
参加費：無料（事前申込が必要です）
場　所：東区総合福祉センター　２階　保健指導室

東区のボランティアグループ、障害児者団体、作業所などが力を合わ
せて作り上げる「ちゃいちゃいまつり」ただいま準備中。お楽しみに～！
日　時：平成２７年３月２２日（日）10:00～15:00
会　場：東区総合福祉センター　３・４階

日　時：10月31日（金）10:00～12:00
場　所：東区総合福祉センター ３階 大会議室
参加費：無料

対　象：東区ボランティアグループ連絡会会員及び内容に興味のある方　　　
定　員：40人（※8/22にお申し込みいただいた方を優先させていただきます）
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

＜ぽっぽひがしボランティア＞
活動日時：日～木曜日
前半9:30～12:30／後半12:15～15:15
（※ぽっぽひがし開設時間　10:00～15:00）
ご都合に合わせて月数回の参加でも大歓迎です。

知的障害者のための作業所です。地域の仲間作りをし、お互い
に支えあいながら、仕事に生きがいを持って、ずっとこの町で暮
らしたいという願いを持って頑張って働いています。

つくしんぼ作業所とは

～開店のお知らせ～
つくしんぼ作業所の『つくしんぼ桜ヶ丘店』が11月8日（土）に
オープンします！ぜひ、お立ち寄りください！
場所：東区戸坂桜西8-4 市営桜ヶ丘アパート３号棟A

予
告

講座修了後は“ぽっぽひがし”で
ボランティアしてみませんか？

9/26「レクリエーション」につきましては、主催者の判断により開催を中止させていただきました。関係者の皆様に
ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。豪雨災害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。お詫び

つくしんぼ作業所　
住所：東区戸坂くるめ木２-１２-１５
TEL&FAX:０８２-２２０-２３３０

問い合わせ先

　「東区子育て交流ひろば“ぽっぽひがし”」は、子育て中
の乳幼児親子を対象にしたオープンスペースです。
たくさんの親子がお友だちと遊んだり、
ボランティアさんと楽しい時間を過ごし
ています。子どもの笑顔に癒され、成長を
見守りながら、のんびりボランティアして
みませんか？

フリーマーケット
参加者募集中！

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/
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平成26年度生活お役立ち研修　東区てんこもり講座
『折り紙』～くまモン＆鼓のストラップ～

～東区子育て交流ひろば“ぽっぽひがし”～
子育て支援ボランティア養成講座 第３回つくしんぼ祭

「ちゃいちゃいまつり」
きんちゃい！みんちゃい！あそびんちゃい！

受講者
募集中！


