
開催日時：8月10日（月）、8月11日（火）、8月18日（火）
　　　　各回活動時間が異なります。
内　容：8月10日（月）  オリエンテーション、ミニゲームの作戦会議
 11日（火）  ワクワクわんぱくミニゲーム
 18日（火）  行こうよ！ウキウキ動物園
場　所：東区総合福祉センター他
対　象：25才までの学生（高校生以上）
参加費：昼食代500円（別途、ボランティア活動保険代）
昼　食：8/10各自持参、8/11、18昼食付
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。

申 し 込 み ・ 問 い 合 わ せ 先

東区社会福祉協議会
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34
 東区総合福祉センター4階
TEL：（082）263-8443 ／ FAX：（082）264-9254
E-mail：higashi@shakyohiroshima-city.or.jp

申込締切：7月17日（金）
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東区青少年福祉体験講座

みんなで障害のある

子どもたちや家族が

楽しめるようにイベントを

サポートします！
※4ページ掲載の東区障害児親子教室
　「ちゃいちゃいくらぶ」に参加します。

大学
生が考

えた学生のためのボランテ
ィア
講

座！

2015(平成27年).7

102

ひがしくボランティア通信No.102　2015（Ｈ27）.7

東区てんこもり講座 ～生活お役立ち研修～東区てんこもり講座 ～生活お役立ち研修～
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。

東区障害児親子教室『ちゃいちゃいくらぶ』東区障害児親子教室『ちゃいちゃいくらぶ』
もうすぐ夏休み！そろそろ夏の予定が気になる頃。今年の夏も『ちゃいちゃいくらぶ』は、
『Let’s TRY ミニボラ』の学生ボランティアさんと一緒に遊びまくります！ 夏の絵日記はこれで決まり！

平成27年8月11日（火）10:30～15:00
東区総合福祉センター　３階　大会議室
午前：ミニゲーム　午後：工作・バルーンアートなど
先着65名

10:00～12:00（受付：9:50～）
東区総合福祉センター　３階　大会議室
無料
事前の申し込みが必要です
東区ボランティアグループ連絡会　東区社会福祉協議会

日　時 内　容 講　師 定　員

50 人7/16（木） 『レクリエーション』
～やまんば流 !! みんなを楽しませる術～

ひろしまレクリエーション協会
副会長　山野節子氏

●8/28（金）10:00～12:00　『使える折り紙シリーズ』
●9/29（火）10:00～12:00　『災害に備えるには！』予

　
告 次回講座の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～！

①『ワクワクわんぱくミニゲーム』
チーム対抗ミニゲーム大会！うちわを使って新聞紙を吹き飛ばす竜
巻対決や新聞やぶりリレー等々、親子で一緒に楽しめます。大学
生のボランティアさんと力を合わせてガンバロー！

東区在住、18才以下の障害児とその家族（原則親子参加）
無料　　お弁当注文の場合：大人500円、子ども400円（飲物なし）　※お弁当持参も可
平成27年7月6日（月）8:30から7月10日（金）17:00まで
広島市手をつなぐ育成会東区支部、東区心身障害児者父母の会、東区社会福祉協議会

東区在住、6～18才までの障害児、およびその兄弟姉妹
7/24（金）、28（火）、31（金）、8/3（月）、４（火）、7（金）、11（火）、17（月）、21（金）
※8/11は「ちゃいちゃいくらぶ」合同開催のミニゲーム、工作などです。

全9回　10:00～15:00　※時間は日にちによって変わる場合があります。

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
一家族につき1,000円（保険、運営費、ボランティア交通費等）
※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。

クッキング、工作、ミニゲーム、レクリエーション、ボウリングなど
7月8日（水）
東区障害児のためのサマースクール　東区社会福祉協議会

②『行こうよ！ウキウキ動物園』
夏の動物園…!? 暑さに負けず動物たちに会い
に行こう！水遊びもできるよ！

参加者
募集中！

東区障害児のための サマースクール東区障害児のための サマースクール

東区障がい青年のつどい“さんSunくらぶ”『ぶどう食べ放題ツアー』
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ボランティア
さんと一緒に
クッキング！

平成27年9月6日（日）　　　　果実の森
予告！

募集開始は８月初旬からです。
詳しくはチラシなどでお知らせいたします。
お楽しみに～！日時 行先

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。

参加者募集中！

参加者募集中！

平成27年8月18日（火）
10:00～15:30
安佐動物公園
東区役所駐車場入口付近
先着65名



賛助会員を募集しています！

日　時 内　容

場　所

　平成27年3月22日（日）に開催された「東区ちゃいちゃいまつり～ありのままの自分で

輝きんちゃい～」の被災地応援コーナーで、皆さんのご協力により集まった募金を福島県

南相馬市の仮設集会所で開催されているサロンへお菓子の寄附をさせていただきました。

　また、今回は広島の豪雨災害により大きな被害を受けた安佐南区、安佐北区のサロン

にもお菓子等の寄附をさせていただきました。

　皆さんのお気持ちの詰まった寄附が1人でも多くの方の「輝き」が増す原料の１つとな

ることを願って、報告させていただきます。

平成27年7月5日（日）
10:00～12:30
東区総合福祉センター　１・３階

子育て中の親子（乳幼児等）が気軽につどい、交流できるオープンスペースです。
開設時間：日～木曜日　10:00～15：00　　場所：東区総合福祉センター3階　機能訓練室

子育て情報コーナー、作って遊ぼう！

医師による医療相談・歯科相談、口臭測定

おやつ＆喫茶コーナーなど

　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27年4月1日～平成27年6月9日の入金状況242,000 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。

何口でもご加入いただけます。
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27年4月1日～
平成27年6月9日現在（敬称略）

決算決算平成２6年度
会費収入

1,074,000円
寄附金収入

518,800円

市社協補助金収入

53,993,358円

前期末支払資金残高

8,685,278円

受託金収入

26,709,367円
雑収入

412,099円

受取利息配当金収入

350円

経理区分間繰入金収入

2,853,000円

助成金収入

500,000円

収入の部 計94,746,252円

法人運営事業

43,406,817円

企画・広報事業

752,467円次期繰越差額

8,787,566円

支出の部 計94,746,252円

地区社協育成事業

7,035,596円
研修・会議事業

176,371円
福祉推進事業
690,016円
部会委員会事業
20,706円
ボランティアセンター活動事業
4,257,912円

共同募金配分金事業
580,434円

相談援助事業
153,000円

貸付事務事業
2,176,000円

障害者（児）社会参加支援
ガイドヘルパー派遣事業
6,935,525円

広島市東区地域福祉センター
指定管理事業
5,296,939円

広島市温品福祉センター
指定管理事業
14,476,903円

支出の部 計91,845,000円

法人運営事業

43,732,000円

企画・広報事業

752,467円

次期繰越差額

8,787,566円

地区社協育成事業

7,035,596円
研修・会議事業

176,371円
福祉推進事業
690,016円

部会委員会事業
20,706円

ボランティアセンター活動事業
4,257,912円

共同募金配分金事業
580,434円

相談援助事業
153,000円

貸付事務事業
2,176,000円

障害者（児）社会参加支援
ガイドヘルパー派遣事業
6,935,525円 広島市東区地域福祉センター

指定管理事業
5,296,939円

広島市温品福祉センター
指定管理事業
14,476,903円

賛助会員ご入会ありがとうございます

『東区ちゃいちゃいまつり』被災地応援コーナー
～たくさんのご支援・ご協力ありがとうございました～

お礼と
報告

南相馬市の仮設集会所で開催されているサ
ロンの様子です。南相馬市の皆さんから素
敵な「輝き」のプレゼントをいただきました。

平成27年7月開設

広島市くらしサポートセンターに
東部サブセンターが新たに開設しました！
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東部
サブセンター

東部サブセンター
TEL：082-568-7873　　FAX：082-264-9254
所 在 地：〒732-8510
 広島市東区東蟹屋町9－34
 東区総合福祉センター4階　東区社会福祉協議会内

西部サブセンター
TEL：082-943-8797　FAX：082-924-2349
所 在 地：〒731-5135
 広島市佐伯区海老園1－4－5
 佐伯区役所　別館5階
 佐伯区社会福祉協議会内

TEL：082-831-1209　FAX：082-831-5013
所 在 地：〒731-0194
 広島市安佐南区中須1－38－13
 安佐南区総合福祉センター5階
 安佐南区社会福祉協議会内

北部サブセンター
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広島市くらしサポートセンター（本部）
TEL：082-546-9820　　FAX：082-543-6326
Eメール：kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ：http://shakyo-hiroshima.jp/
所 在 地：〒730-0052
 広島市中区千田町1－9－43　広島市社会福祉協議会内

管轄：中区・南区

管轄：東区・安芸区

管轄：西区・佐伯区 管轄：安佐南区・安佐北区

“ぽっぽひがし”8周年記念イベント＆ねこの手まつり“ぽっぽひがし”8周年記念イベント＆ねこの手まつり

ぽっぽひがしぽっぽひがしとは

団体（法人外）
特定非営利活動法人ふりーす 東区タイムボランティアふれあい
中山女性会 要約筆記登録者の会
社会福祉法人寿老園老人ホーム 牛田新町地区民生委員児童委員協議会
特定非営利活動法人つくしんぼ作業所 中山台町内会
手芸ボランティア 戸坂城山女性会

団体（法人）
医療法人社団 輔仁会 太田川病院

その他
藤本 風明 他１名

大田 修二 百田 暁治 柿木田 勇 辻 秀司
野村 克己 児玉 吾郎 久保 正 井手野下 武
小倉 昇 栗野 富男 上恵木 宏行 福原 令二
岩崎 忠信 松長 忠義 山本 幸弘 他４名
小林 美鈴
黒木 茂年 大藤 馨 鋤田 耕一
大武 房枝 小林 トメ子 大久保 孝子 岡田 隆子
植村 博 松浦 薫 藤﨑 定男 池本 眞二
泉尾 美津子 小坂 典子 藤谷 幸子 岩崎 由美子
三宅 繁幸 森吉 照美 松浦 光江 高野 久美子
他１名
青木 幹丸 向井 春代 品田 良
村田 耕治 他２名
藤原 實 平山 真澄 大元 喜一郎 伊藤 クニコ
栗栖 義行 田中 艶子 湊 喜美子 光広 多美子
佐久間 邦子 畑岡 完二 萩守 才造 他3名

【牛田新町地区】

【牛田学区】

【早稲田学区】
【尾長地区】

【矢賀学区】

山肩 イクコ 古川 平三郎 平田 幸壮 大佐古 理壮
森岡 俊子 笠原 重蔵 野村 登美子 甲元 零子
保田 紀昭 守田 雪子 武石 智 谷田 仁
尾上 進 小浦 勝昭 入江 啓一郎 藤川 寿彦
藤井 康之 大原 政美 野々部 卓 木原 政弘
竹本 哲郎 難波 照雄
藤原 宏二 森末 孝三 深川 譲 恵木 田鶴子
森平 茂章 石田 三枝子 武村 浩司 原田 幹太
佐藤 優 佐伯 勝利 新長 静夫 野村 コズエ
松岡 佐智子 向井 正行 小尻 晋也 山城 政之
中井 正己 松本 孫登 桑野 恭彬 八木 泰子
高橋 恵子 竹本 博光 正藤 祥子 他６名
山本 和登 大田 正憲 吉田 克 松原 諭
松原 さわ子 飯田 幸三 正田 修一 世羅 忠好
石本 民子 藪野 幸枝 田中 政博

個　人
【福田地区】

【馬木地区】
【上温品地区】
【温品学区】
【中山地区】

【戸坂城山学区】
【戸坂学区】
【東浄学区】

　広島市くらしサポートセンターでは、様々な理由により経済的な面で生活に困っている方

（生活保護受給中の方は除く）などを対象に、就労、住居、家計管理、子どもの学習支援等を他

の専門機関と連携しながら包括的にサポートするため、専任の相談支援員が、生活の安定と

自立に向けたお手伝いをしています。

　これまで広島市くらしサポートセンター（本部）で全市の相談に応じてきましたが、より身近

なところで相談に応じるため、平成２７年７月から東部サブセンターを含む３つのサブセン

ターが新たに開設しました。

東区社会福祉協議会

東区ちゃいちゃいまつり実行委員会一同

相談時間はいずれも平日の8時30分～17時15分（土日、祝日、8/6、12/29～1/3を除く）です。

●長い間仕事から離れていて、なかなか仕事が見つからない。 ●電気・ガス・水道を止められている。
●ひきこもりなど、気になる家族がいる。 ●借金があって生活が苦しい。
●家賃が払えなくてアパートから退去を求められそう。 ●収入が不安定で生活費が足りない。

こんな時、遠慮なくご相談をお寄せください。



賛助会員を募集しています！
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　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27年4月1日～平成27年6月9日の入金状況242,000 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。

何口でもご加入いただけます。
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27年4月1日～
平成27年6月9日現在（敬称略）

決算決算平成２6年度
会費収入

1,074,000円
寄附金収入

518,800円

市社協補助金収入

53,993,358円

前期末支払資金残高

8,685,278円

受託金収入

26,709,367円
雑収入

412,099円

受取利息配当金収入

350円

経理区分間繰入金収入

2,853,000円

助成金収入

500,000円

収入の部 計94,746,252円

法人運営事業

43,406,817円

企画・広報事業

752,467円次期繰越差額

8,787,566円

支出の部 計94,746,252円

地区社協育成事業

7,035,596円
研修・会議事業

176,371円
福祉推進事業
690,016円
部会委員会事業
20,706円
ボランティアセンター活動事業
4,257,912円

共同募金配分金事業
580,434円

相談援助事業
153,000円

貸付事務事業
2,176,000円

障害者（児）社会参加支援
ガイドヘルパー派遣事業
6,935,525円

広島市東区地域福祉センター
指定管理事業
5,296,939円

広島市温品福祉センター
指定管理事業
14,476,903円

支出の部 計91,845,000円

法人運営事業

43,732,000円

企画・広報事業

752,467円

次期繰越差額

8,787,566円

地区社協育成事業

7,035,596円
研修・会議事業

176,371円
福祉推進事業
690,016円

部会委員会事業
20,706円

ボランティアセンター活動事業
4,257,912円

共同募金配分金事業
580,434円

相談援助事業
153,000円

貸付事務事業
2,176,000円

障害者（児）社会参加支援
ガイドヘルパー派遣事業
6,935,525円 広島市東区地域福祉センター

指定管理事業
5,296,939円

広島市温品福祉センター
指定管理事業
14,476,903円

賛助会員ご入会ありがとうございます

『東区ちゃいちゃいまつり』被災地応援コーナー
～たくさんのご支援・ご協力ありがとうございました～

お礼と
報告

南相馬市の仮設集会所で開催されているサ
ロンの様子です。南相馬市の皆さんから素
敵な「輝き」のプレゼントをいただきました。

平成27年7月開設

広島市くらしサポートセンターに
東部サブセンターが新たに開設しました！

京
橋
川

至府中町

二葉中学

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

東部
サブセンター

京
橋
川

至府中町

二葉中学

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

東部
サブセンター

東部サブセンター
TEL：082-568-7873　　FAX：082-264-9254
所 在 地：〒732-8510
 広島市東区東蟹屋町9－34
 東区総合福祉センター4階　東区社会福祉協議会内

西部サブセンター
TEL：082-943-8797　FAX：082-924-2349
所 在 地：〒731-5135
 広島市佐伯区海老園1－4－5
 佐伯区役所　別館5階
 佐伯区社会福祉協議会内

TEL：082-831-1209　FAX：082-831-5013
所 在 地：〒731-0194
 広島市安佐南区中須1－38－13
 安佐南区総合福祉センター5階
 安佐南区社会福祉協議会内

北部サブセンター
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広島市くらしサポートセンター（本部）
TEL：082-546-9820　　FAX：082-543-6326
Eメール：kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ：http://shakyo-hiroshima.jp/
所 在 地：〒730-0052
 広島市中区千田町1－9－43　広島市社会福祉協議会内

管轄：中区・南区

管轄：東区・安芸区

管轄：西区・佐伯区 管轄：安佐南区・安佐北区

“ぽっぽひがし”8周年記念イベント＆ねこの手まつり“ぽっぽひがし”8周年記念イベント＆ねこの手まつり

ぽっぽひがしぽっぽひがしとは

団体（法人外）
特定非営利活動法人ふりーす 東区タイムボランティアふれあい
中山女性会 要約筆記登録者の会
社会福祉法人寿老園老人ホーム 牛田新町地区民生委員児童委員協議会
特定非営利活動法人つくしんぼ作業所 中山台町内会
手芸ボランティア 戸坂城山女性会

団体（法人）
医療法人社団 輔仁会 太田川病院

その他
藤本 風明 他１名

大田 修二 百田 暁治 柿木田 勇 辻 秀司
野村 克己 児玉 吾郎 久保 正 井手野下 武
小倉 昇 栗野 富男 上恵木 宏行 福原 令二
岩崎 忠信 松長 忠義 山本 幸弘 他４名
小林 美鈴
黒木 茂年 大藤 馨 鋤田 耕一
大武 房枝 小林 トメ子 大久保 孝子 岡田 隆子
植村 博 松浦 薫 藤﨑 定男 池本 眞二
泉尾 美津子 小坂 典子 藤谷 幸子 岩崎 由美子
三宅 繁幸 森吉 照美 松浦 光江 高野 久美子
他１名
青木 幹丸 向井 春代 品田 良
村田 耕治 他２名
藤原 實 平山 真澄 大元 喜一郎 伊藤 クニコ
栗栖 義行 田中 艶子 湊 喜美子 光広 多美子
佐久間 邦子 畑岡 完二 萩守 才造 他3名

【牛田新町地区】

【牛田学区】

【早稲田学区】
【尾長地区】

【矢賀学区】

山肩 イクコ 古川 平三郎 平田 幸壮 大佐古 理壮
森岡 俊子 笠原 重蔵 野村 登美子 甲元 零子
保田 紀昭 守田 雪子 武石 智 谷田 仁
尾上 進 小浦 勝昭 入江 啓一郎 藤川 寿彦
藤井 康之 大原 政美 野々部 卓 木原 政弘
竹本 哲郎 難波 照雄
藤原 宏二 森末 孝三 深川 譲 恵木 田鶴子
森平 茂章 石田 三枝子 武村 浩司 原田 幹太
佐藤 優 佐伯 勝利 新長 静夫 野村 コズエ
松岡 佐智子 向井 正行 小尻 晋也 山城 政之
中井 正己 松本 孫登 桑野 恭彬 八木 泰子
高橋 恵子 竹本 博光 正藤 祥子 他６名
山本 和登 大田 正憲 吉田 克 松原 諭
松原 さわ子 飯田 幸三 正田 修一 世羅 忠好
石本 民子 藪野 幸枝 田中 政博

個　人
【福田地区】

【馬木地区】
【上温品地区】
【温品学区】
【中山地区】

【戸坂城山学区】
【戸坂学区】
【東浄学区】

　広島市くらしサポートセンターでは、様々な理由により経済的な面で生活に困っている方

（生活保護受給中の方は除く）などを対象に、就労、住居、家計管理、子どもの学習支援等を他

の専門機関と連携しながら包括的にサポートするため、専任の相談支援員が、生活の安定と

自立に向けたお手伝いをしています。

　これまで広島市くらしサポートセンター（本部）で全市の相談に応じてきましたが、より身近

なところで相談に応じるため、平成２７年７月から東部サブセンターを含む３つのサブセン

ターが新たに開設しました。

東区社会福祉協議会

東区ちゃいちゃいまつり実行委員会一同

相談時間はいずれも平日の8時30分～17時15分（土日、祝日、8/6、12/29～1/3を除く）です。

●長い間仕事から離れていて、なかなか仕事が見つからない。 ●電気・ガス・水道を止められている。
●ひきこもりなど、気になる家族がいる。 ●借金があって生活が苦しい。
●家賃が払えなくてアパートから退去を求められそう。 ●収入が不安定で生活費が足りない。

こんな時、遠慮なくご相談をお寄せください。



開催日時：8月10日（月）、8月11日（火）、8月18日（火）
　　　　各回活動時間が異なります。
内　容：8月10日（月）  オリエンテーション、ミニゲームの作戦会議
 11日（火）  ワクワクわんぱくミニゲーム
 18日（火）  行こうよ！ウキウキ動物園
場　所：東区総合福祉センター他
対　象：25才までの学生（高校生以上）
参加費：昼食代500円（別途、ボランティア活動保険代）
昼　食：8/10各自持参、8/11、18昼食付
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。

申 し 込 み ・ 問 い 合 わ せ 先

東区社会福祉協議会
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34
 東区総合福祉センター4階
TEL：（082）263-8443 ／ FAX：（082）264-9254
E-mail：higashi@shakyohiroshima-city.or.jp

申込締切：7月17日（金）

Le
t’s
 TR
Y

ミ
ニ
ボ
ラ平成

２７
年度

ボランティア
輪っ

ボランティアに参
加してみたいん

じゃけど、踏み出
せんあなた！

“ミニボラ”には
、特別な出会い、

経験が満載！

学生の私たちじゃ
けんできること、

感じられるものが
詰まっとるよ。

今しかできんこの
時に

一緒に思い出つく
ろうや！

Su
mmer Season

東区青少年福祉体験講座

みんなで障害のある

子どもたちや家族が

楽しめるようにイベントを

サポートします！
※4ページ掲載の東区障害児親子教室
　「ちゃいちゃいくらぶ」に参加します。

大学
生が考

えた学生のためのボランテ
ィア
講

座！
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東区てんこもり講座 ～生活お役立ち研修～東区てんこもり講座 ～生活お役立ち研修～
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。

東区障害児親子教室『ちゃいちゃいくらぶ』東区障害児親子教室『ちゃいちゃいくらぶ』
もうすぐ夏休み！そろそろ夏の予定が気になる頃。今年の夏も『ちゃいちゃいくらぶ』は、
『Let’s TRY ミニボラ』の学生ボランティアさんと一緒に遊びまくります！ 夏の絵日記はこれで決まり！

平成27年8月11日（火）10:30～15:00
東区総合福祉センター　３階　大会議室
午前：ミニゲーム　午後：工作・バルーンアートなど
先着65名

10:00～12:00（受付：9:50～）
東区総合福祉センター　３階　大会議室
無料
事前の申し込みが必要です
東区ボランティアグループ連絡会　東区社会福祉協議会

日　時 内　容 講　師 定　員

50 人7/16（木） 『レクリエーション』
～やまんば流 !! みんなを楽しませる術～

ひろしまレクリエーション協会
副会長　山野節子氏

●8/28（金）10:00～12:00　『使える折り紙シリーズ』
●9/29（火）10:00～12:00　『災害に備えるには！』予

　
告 次回講座の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～！

①『ワクワクわんぱくミニゲーム』
チーム対抗ミニゲーム大会！うちわを使って新聞紙を吹き飛ばす竜
巻対決や新聞やぶりリレー等々、親子で一緒に楽しめます。大学
生のボランティアさんと力を合わせてガンバロー！

東区在住、18才以下の障害児とその家族（原則親子参加）
無料　　お弁当注文の場合：大人500円、子ども400円（飲物なし）　※お弁当持参も可
平成27年7月6日（月）8:30から7月10日（金）17:00まで
広島市手をつなぐ育成会東区支部、東区心身障害児者父母の会、東区社会福祉協議会

東区在住、6～18才までの障害児、およびその兄弟姉妹
7/24（金）、28（火）、31（金）、8/3（月）、４（火）、7（金）、11（火）、17（月）、21（金）
※8/11は「ちゃいちゃいくらぶ」合同開催のミニゲーム、工作などです。

全9回　10:00～15:00　※時間は日にちによって変わる場合があります。

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
一家族につき1,000円（保険、運営費、ボランティア交通費等）
※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。

クッキング、工作、ミニゲーム、レクリエーション、ボウリングなど
7月8日（水）
東区障害児のためのサマースクール　東区社会福祉協議会

②『行こうよ！ウキウキ動物園』
夏の動物園…!? 暑さに負けず動物たちに会い
に行こう！水遊びもできるよ！

参加者
募集中！

東区障害児のための サマースクール東区障害児のための サマースクール

東区障がい青年のつどい“さんSunくらぶ”『ぶどう食べ放題ツアー』

時　間

日　時

会　場

定　員

日　時

定　員

行　先

集合場所内　容

会　場

備　考

共　催

参加費

参加対象

入 会 金

申込締切

会　　場

内　　容

共　　催

開催日時

申込受付期間

参 加 対 象

参 　加 　費

共　　　　催

ボランティア
さんと一緒に
クッキング！

平成27年9月6日（日）　　　　果実の森
予告！

募集開始は８月初旬からです。
詳しくはチラシなどでお知らせいたします。
お楽しみに～！日時 行先

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。

参加者募集中！

参加者募集中！

平成27年8月18日（火）
10:00～15:30
安佐動物公園
東区役所駐車場入口付近
先着65名


