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本川地区では、毎月第3水曜日（8月は休み）に本川児童館で子
育てオープンスペース“ぽっぽ”を開催しています。9：30～11：30
に0～3歳の乳幼児とお母さんが集まって、育児相談をしたり、お
母さん同士で話をしたりと自由に過ごされています。
子育てオープンスペースは、週5日以上開催している常設型の

オープンスペースと、本川地区のように地域の方が各地域の児童
館や公民館、集会所などで開催している地域のオープンスペース
があります。本川地区では、主任児童委員を始めとして、民生委員、
女性会、老人会など多くの方がスタッフとして関わっています。
取材に伺った5月20日は中保健センターから栄養士が来られ、

「楽しく食べる子ども」と題して、遊び食べや好き嫌いなどについて
のお話しがありました。子育て中のお母さんに
とって子どもの食事はやはり関心事なので、皆
さん真剣に聞かれていました。また、そのお母
さんの様子を見て真似をしたのか、じっと栄養
士を見つめる子どもたちが印象的でした。
当日、初めて来られていた男の子（11ヶ月）

のお母さんは、「この子は人、特に小さい子が好きで自分から寄っ
て行くので、いろんなお友達と遊ぶことが出来ればと思い、今日は
遊びに来ました。地域の中にこのように気軽に遊びに行ける場所が
あるのはありがたいです。」と話されていました。また、本川地区の
主任児童委員であり、ぽっぽの代表をされている植田さんは、「子
どもたちが安全に遊ぶことができるよう一番に気をつけています。
関わるスタッフも無理なく、気軽に関わることができるようにして
います。」と話してくださいました。子育ては24時間毎日のことな
ので、オープンスペースのように心がほっと休まる場所が身近にあ
るというのはお母さんにとっては心強いことだと思います。
子育てオープンスペー

スは各地域で開催され
ていますので、利用
してみてはいかが
でしょうか。

本川地区

▲男の子（11ヶ月）と
　お母さん

おまちしてま～す！
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幟町地区では、拠点となる幟町集会所で「転倒予防教室」や「カラオケ」など様々な
サロン活動が行われています。  ※対象者は幟町地区にお住まいの方となります。
取材させていただいた日は、「幟元気あっぷサロン」として健康体操が行われてい
ました。スタッフの方を含め31名の参加がありました。すでに顔なじみの方もいれば、
参加する中で知り合い仲良くなられた方もおられます。隣に座っている方との会話に
華が咲き、会場内は終始賑やかな雰囲気でした。それでも、いざ体操が始まるとみな
さん真剣な表情で取り組まれていました。当日は体操の他にも「早口言葉」や「間違
い探し」もあり、隣の方と『どこが違うんじゃろ？』などと聞きあう場面もみられました。
たくさんおしゃべりをして、身体もしっかり動かして、
心も身体もリフレッシュできた様子で、参加者の方を
はじめ、スタッフの方や講師の方、みなさんの笑顔が
とても印象的でした。

あなたのまちの

元気さん
第7回 あなたのまちの

元気さん 紹介
幟町地区
地域福祉推進委員

好木 恭江さん

今回の元気さん

▲お手製の案内チラシ

どのような活動をされています
か？

地域福祉推進委員として、地域福祉活
動の推進のため、区社協と幟町地区社協
とを繋ぐパイプ役を担っています。地区内
の各種団体との連絡・調整のほか、地域
のサロン活動や敬老会などの準備・運営
等にも携わっています。

今の活動をはじめられたきっか
けはなんですか？

地域福祉推進委員になって14年になり
ます。はじめたきっかけは、当時の地区社
協会長からの推薦がきっかけです。就任
した当初は、どういった活動をするのか何
も分からない状態でしたが、推薦していた
だいたからにはしっかりやりきる気持ちで
始めました。

活動をしていて嬉しかったこと
を教えてください。

サロン活動などに参加されたみなさんに
喜んでもらえたときです。サロンへの参加
が家から外に出る機会となり、そこで新し
い友達ができた方もおられます。「参加し
て楽しかった」と思われた方が、知り合い
の方に声をかけてまた一緒に参加されたり
と。たくさんの方に参加してもらうことで、
繋がりが広がっていくことが嬉しいです。

活動する中で心掛けていること
はありますか？

参加を呼びかけるチラシにイラストを付
けたりと、活動内容を分かりやすく伝えら
れるように意識しながら取り組んでいます。
また、色んな方に携わってもらいたいので、
得意な人にお手伝いをお願いしたりと、周
りを上手に巻き込みながら繋がることを大
切にしています。これからは若い人にも参
加してもらいながら、みんなで地域を活性
化できたらと思っています。

活動を続けるコツはなんですか？

特にコツはありませんが、やりがいのある
活動なので引き受けたからには、一生懸
命取り組みたいです。

最後に、今後の目標や抱負をお
願いします！

人に喜んでもらえるのが私の生きがいで
す。活動を通して、これからも色んな方と
繋がっていきたい。目標として、いずれパ
ソコン教室をしたいとも考えています。一
度にはできないので、これからも少しずつ
進めていけたらと思っています。

 好木さん、ありがとうございました。

▲サロン活動の様子

幟町地区社会福祉協議会～サロン活動のご紹介～

一口（年間）3,000円

951口 2,862,000円

8,199,796円

賛助会員にご加入お願いいたします

～地域の福祉活動費として還元されます～
本会では住み慣れた地域で安心して暮らしていける「福祉の

まちづくり」の実現に取り組んでいます。
お寄せいただきました賛助会費のうち、1/2は地区（学区）
社協が行っている「ふれあい・いきいきサロン」などの地域に密
着した活動に、もう1/2は本会が行っているボランティア活動
の推進などの福祉事業に活用させていただいています。

平成26年度、広島市共同募金会中区分会では、「自分の町
を良くするしくみ」をスローガンに募金活動を実施し、総額
8,199,796円の募金をいただきました。
お寄せいただきました募金は、子どもや障がい

をお持ちの方、高齢者等の交流活動など、みなさ
んの住むまちの地域福祉活動に活かされます。

あたたかいご寄附ありがとうございました。皆様からのご寄附は、
福祉のまちづくりの推進のために、大切に使わせていただきます。
（平成27年3月17日～平成27年6月16日現在）

【加入方法】個人、団体、企業様等どなたでもご加入いただけます。
●払込手数料不要の払込取扱票がありますので、お住まいの地区社協
役員または、本会（249-3114）までご連絡お願いいたします。

昨年度は皆さまのご協力とご理解により、多くの方にご加入いただくことができました。
ご協力いただきました皆さまに深く感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございました。

会 費

平成26年度 賛助会費実績額

平成26年度 共同募金実績額

［内訳］ 戸別募金／ 5,801,582円
街頭募金／　　63,642円
法人募金／ 1,747,983円

職域募金／ 502,494円
その他　／　84,095円

寄附
【一般寄付】匿名 2名

【支出】（合計 66,341,564円）

ガイドヘルパー
派遣事業
6,349,346円

企画・広報事業
135,856円
福祉推進事業
80,157円
部会・委員会事業
9,670円

多山報恩会助成金
500,000円
参加費収入等
329,680円

【収入】（合計 73,712,613円）

市補助金
45,674,378円

市受託金
5,584,756円

共同募金配分金
4,977,394円

地域福祉活動
推進事業
6,422,689円

共同募金配分金事業
1,101,790円

貸付事務事業
4,196,000円

相談援助事業
153,000円

賛助会費等
3,162,000円

経理区分間繰入金
995,680円 寄付金収入

774,299円
繰越金
5,365,080円

中区地域福祉センター
指定管理事業
5,584,756円

ボランティアセンター
活動事業
4,859,541円

市社協受託金
6,349,346円

平成26年度 決算

次年度への繰越▶ 7,371,049円 （災害準備金 1,000,000円を含む）

法人運営事業
37,448,759円

中国銀行 広島西支店様より、地域への社会貢献活動として
サッカーの観戦チケット提供の申し出がありました。店舗の近
隣地域を中心に提供先の調整を行い、地域や作業所行事での
景品等として活用されることになりました。
作業所まつりでチケットを手に入れた方からは『サッカーが
好きなのでとても嬉しい』と喜びの声をいただきました。
今後も企業と地域にとって有意義な関係づくりに協力して
いきたいと思います。
中国銀行 広島西支店様、あり
がとうございました。

企業の社会貢献活動 ～サッカー観戦チケットで広がる地域の輪～

▲作業所まつりでのじゃんけん大会の様子

中区地域福祉センターを
ご活用ください。

市民の自主的な福祉活動を支援し、地域福祉の増進
を図るために設置されています。福祉を目的とするグ
ループやボランティアグループは無料でご利用いただ
けます。

広島市中区大手町4-1-1
大手町平和ビル5階
毎月第3日曜日、8月6日、年末年始
（12月29日から翌年1月3日まで）
9：00～21：00

所在地

休館日

開館時間
※施設詳細、申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

中国銀行 広島西支店 山﨑支店長より　
チケット提供の様子▶

ゆき　え
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参加する中で顔なじみの関係ができたり、別の年代の人とも知り
合うことができ、楽しみながら参加できました。（高校3年生）

ボランティアセンター通信

中区地域福祉センター

NHK 白神社

広島市役所

市役所前電停

市役所前バス停

大手町四丁目バス停

平 和 大 通り

国 道 2 号 線

1階左側エントランス1の
エレベーターで5階です

申し込み
問い合わせ

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会/ボランティアセンター

naka@shakyohiroshima-city.or.jp http：//shakyo-hiroshima.jp/naka/

〒730-0051 広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル5階

ボランティアに関心のある方、何かはじめてみたいと考えている方、ボランティア広場に
参加してみませんか？
「子ども」「障がい児者」「高齢者」など活動場面は様々です。活動先での触れ合いや、
お祭りなどの行事のお手伝いなど、ボランティア体験として色々な活動を予定しています。
『その日は予定があって参加できない…』でも、大丈夫です！年間を通して活動を計画
しているので、自分にあった活動に参加しましょう。
年間のスケジュールなど、詳しくは気軽にお問合せください。

平成27年7月26日（日）10：00～13：00
レクリエーション、ボランティア広場について など

※参加は随時受付をしています。

日　時
内　容

日　時
内　容

会　場
対　象
参加費

～わくわく、どきどき、ボランティア体験～

さぁ
、同世代

の仲間と

一緒に活動しよう！

参加者
募集中！

子どもやお年寄りの方の笑顔を見れて、参加して良かったと感じた。
普段と違った体験が出来て新鮮でした。（大学4年生）

平成
27年

度の開催日決定！

ご紹介 予 告
ボランティアサロン「和会（わかい）」

◆第1回目 「レクリエーション」

平成27年8月22日（土）10：00～13：00
活動に向けての話し合い

◆第2回目 「お話会」

「和会」は、個人で活動されているボランティアの方が
情報交換や交流できる同窓会です。活動の内容は参加す
るボランティアで話し合い決めています。時には絵手紙や
笑いヨガなど自分たちのボランティア活動を紹介したり、
活動時の喜びや悩みを話し合いながら、活動の楽しさなど
を共有したりしています。先輩ボランティアや、ともに学ぶ
仲間との出会いがあります。ボランティアへの「はじめの
一歩」を一緒に踏み出しませんか。

今年も中区地域福祉センターを会場に「なかくボ
ランティアまつり」を開催します！まつりでは、ステー
ジ発表や福祉体験コーナーなど盛りだくさんの予定
です。内容については現在企画中ですので、追って
ご案内いたします。

笑いヨガのボランティアをされている方を講師に招き、
笑いヨガの体験と、活動内容を教えてもらいました。

第19回
なかくボランティアまつり開催！

バザー物品の提供を受け付けておりますので、ご
協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。お願い

※バザー物品に関する問い合わせは、中区社会福祉協議会
までお願いいたします。
※バザーの収益金は、ボランティア活動推進のため、大切に
使わせていただきます。

場所 中区地域福祉センター5階 ほか
日時 平成27年10月24日（土）10：00～14：30

TEL.082-249-3114　FAX.082-242-1956

参
加
者
の
感
想

中区地域福祉センター 5階
中学生・高校生・専門学校生・大学生等の25歳までの方（住所は問いません）
300円（ボランティア活動保険代として） ※この他に一部実費をいただく場合もあります

両
回
共
通
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