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〜楽しさいっぱい！来てみんちゃい〜
「きんちゃい！みんちゃい！あそびんちゃい！」をテーマに東区の障がい児者団体とボランティア団体が、地域との交流
を通してお互いの理解が深められる“笑顔輝くまつり”を目指して開催します！

模擬店・手作り品
販売コーナー
食べ物、飲物、手芸品、
野菜、遊休品バザーなど

遊休品
募集中!

福祉体験コーナー

喫茶・飲食スペース

点字、要約筆記、音訳、手話、
視覚障害者生活用品展示、
車いす、高齢者疑似体験、
盲導犬とのふれあい

遊びのコーナー
スーパーボールすくい、
的当て、ゲーム、魚つり、
どんぐり・折り紙工作、
フォトコーナーなど

ステージコーナー
歌、ダンス、楽器演奏、
銭太鼓、手話歌など

被災地応援コーナー
仮設住宅の皆さんが作った
手芸品の販売、
募金など

ステージをみながら
ゆっくりお食事

ボランティア
募集中！
一緒にまつりを
盛りあげましょう

日 時：平成２８年３月１３日（日）
１０
：
００〜１５
：
００
会 場：東区総合福祉センター３、
４階
（東区東蟹屋町9-34 東区役所隣り）

※駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

主催：東区ちゃいちゃいまつり実行委員会
協力：東区ボランティアグループ連絡会、
(社福)交響、(社福)はぐくみの里、
ＮＰＯ法人 つくしんぼ作業所、
フリースペース・スマイル中山、
ＮＰＯ法人 ふりーす、
東区心身障害児者父母の会、つくしんぼの会、
牛田ウルトラマンキッズ、もこもこくらぶ、
南相馬ボラバス応援隊、(社福)広島市東区社会福祉協議会
後援：広島市東区役所
協賛：(株)にしき堂、広島電鉄(株)

問合せ

(社福)広島市東区社会福祉協議会

TEL(082)263-8443 / FAX(082)264-9254

東区障害児者グループ連絡会ペーパー

2016年2月 No.14

ちゃいちゃいパーク
東区障害児者グループ連絡会とは、障がいのある方々、家族、ボラン
ティアなどで構成される障害児者自主グループと作業所等の輪を広
げ、情報交換できる場となることを目的として開催されています。

①牛田ウルトラマンキッズ 自主グループ
気軽に参加できる活動
を始めて23年。幅広い年
齢の会員が、ボランティ
アさんと
「みんなで楽し
く、わいわい」
活動してい
ます。

●メンバ ー
●活 動 日
●活動内容

親子（未就学児〜40代）22世帯(44人)、ボランティア
毎月1回 日曜日(10〜15時)
クッキング、バスレク、季節行事、工作、フィットネス等
２・３月活動予定

●活動場所

2月28日(日)フィットネス・昼食・懇談
3月13日(日)ちゃいちゃいまつり出店
牛田公民館など

②もこもこくらぶ 自主グループ
本人たちの楽しめる
企画を中心に、
活動20年になります。

障害児者自主グループとは（以下「自主グループ」
という）

各地域などで、障がいのある方々、家族、ボランティアなどがさまざまな余暇
活動やイベント参加などを通じて交流、情報交換をしているグループです。

東区全域

④東区心身障害児者父母の会 親の会

東区に住む障がい児
者とその家族が、地域の
中でレクリエーションを
通じて交流しています。

●メンバ ー 障がい児者本人
（中学生〜50代）
25人
●活動内容 クッキング、ダンスフィットネス
（6月）
東区障がい児のためのサマースクールの運営と参加（夏休み）
外出行事
（11月）
クリスマス会
（12月）
東区ちゃいちゃいまつり
（バザー出店、ステージ出演)（3月）
※クッキング、ダンスフィットネス、クリスマス会は、会員以外の方も
参加可能。5月、11月頃に日程、詳細をお問い合わせください。

東区全域

⑤手をつなぐ育成会 東区支部 親の会

知的障がい児者本人及び家族の会で
す。障がい児向け子ども会(季節行事・
サマースクール等)や、障がい者向け青
年部(クッキング・カラオケ・食事会等)そ
して、保護者向け区会(講師を招いて勉
強会・民児協委員さんとの交流会・施設
見学等)を企画運営しています。

２・３月活動予定
（小学生〜20代）
12世帯、ボランティア 全26人
●メンバ ー 親子
（メンバーの主な居住地域：二葉中学校区）
レクリエーションなど
●活動内容 第2土曜日 クッキング、
●活動場所 中山福祉センター、心身障害者福祉センターなど

▶子ども会 ３月２８日(月)スケート教室(東区社協共催ちゃいちゃいくらぶ)
▶青年部
２月１４日(日)市育成会青年部 交流会(おたのしみ会)
３月 ６日(日)市育成会青年部 学習会(金銭管理学習会)
▶区会
２月１２日(金)清風会海田工場 見学
３月 ４日(金)来年度行事企画検討など

③つくしんぼの会 自主グループ
つくしんぼの会はつくしんぼ作業所と共に、
メンバー達が地域で生活していく為に、地域の
方達との交流と余暇活動を行っています。

●メンバ ー 本人
（10〜40代）
20人、保護者20人、
ボランティア2人
●活動内容 うたごえ教室
（月2回 水曜日 19:30〜21:00 戸坂福祉センター）
●年間行事 ぜんざい会、盆踊り、体育祭、クリスマス会や地域
のまつりに参加
●ボランティア募集 うたごえ教室、年間行事どちらも一緒に行事を楽し
んでもらえるボランティアさんを募集しています。
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地域の中で仲間を作り、ずっとこの町で暮らしていきたい。
東区には障がい児者をサポートするための自主グループや親の会他たくさんの施設があります！
活動内容に興味のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。

●施設一覧
施設名

対象者・構成人数など

所在地・連絡先

︵社福︶
交響

⑥第一・第二きつつき
共同作業所、
うぐいす共同作業所

生活介護、就労継続支援B型事業
身体障害者・知的障害者 73人

東区戸坂南 1-27
ＴＥＬ：229-7005

⑦きつつき
第三作業所

地域活動支援センター
精神障害者･知的障害者 31人

東区曙 2-3-23
ＴＥＬ：262-0855

⑧ベーカリーカフェ
ＳＯＡＲきつつき

就労継続支援B型事業
精神障害者･知的障害者 14人

東区若草町 15-20
ＴＥＬ：236-7380

⑨フリースペース・
スマイル中山

ワークプラザひがし

こころの病（精神障害）
を抱える
人達の行き場･活動の場
30 代〜 70 代（30 人）

東区中山中町
6 番 48 号
ＴＥＬ：280-5453
（ＦＡＸ兼用）

ボランティア募集

お菓子、ふきん、パン、ウエス、手芸品、
企業請負作業、印刷、下請け加工
・アルミ缶仕分け
などの作業の
手伝い
・作業所の環境整備

※80種類のパンを揃えています。

・利用者と共に活動する
ボランティアを募集
（活動内容：食事作り、
内職作業、園芸活動、
麻雀、将棋など）

⑩
︵社福︶
はぐくみの里

・調理ボランティア
・地域活動支援
センターでの
ボランティア

⑪ＮＰＯ法人ふりーす

ほーぷ居宅介護
支援センター

⑫ＮＰＯ法人
つくしんぼ作業所

問合せ

障害者
（児）
相談支援事業所
（定員なし）
地域活動支援センター
（定員なし）

障害児
放課後等デイサービス
障害者
地域活動支援センターⅡ型

東区光町 2-9-30
竹本ビル 201
ＴＥＬ：567-6603

障害児者

就労継続支援B型事業（定員20人）
知的障害者

・地域の行事、祭りにバザー参加
・通信紙「じゃったらYONDE！」の発行
（年2回）

パン・焼き菓子の製造販売
※企業への就労を希望される方へ
就労移行支援事業も実施しています。

就労移行支援事業（定員6人）
就労継続支援Ｂ型事業（定員30人）

障害者

ほーぷデイ
サービスセンター

活動内容：納豆、手芸品、リサイクル、
下請け作業、ポン菓子、昼食づくりなど

パンの製造および販売

精神障害者、自閉症スペクトラム知的障害者

東区温品町字森垣内
510-1
ＴＥＬ：289-6088

ぬくもりのサロン

ちょこっとＰＲ／活動・作業内容

東区戸坂くるめ木
2-12-15
ＴＥＬ：220-2330

（社福）広島市東区社会福祉協議会

ちゃいちゃいまつり
への出店や行事等
を予定しています。
普段の日も、もち
ろん大丈夫ですの
で興味のある方は
ぜひ来てみてくだ
さい。

・クッキー作りの
お手伝い
・折り鶴解体作業

地域活動支援センターⅠ型事業・憩いの場
（フリースペース）
として登録利用者に開放
・レクリエーション…折り紙、お茶、料理等
・地域との交流…町内会とのとんど開催、
施設開放など
障害者
（児）
相談支援事業所
・障害の種別なく電話、面談などによる相談、
ケアマネジメント
（プラン作成、支援）
・広島ピアサポートセンター
ふくろう事務局
（当事者活動）

個別の対応を行いながら療育を
少しずつ取り入れています。

就労継続支援Ｂ型
クッキー、ケーキの製造、販売。
地域の中で仲間を作り、お互いに支え合いながら
仕事に生きがいをもって、ずっとこの町で暮らして
いきたいという願いのもと頑張って働いています。
地域に根差した作業所でありたいということか
ら、戸坂地域内に２ヶ所のショップがあります。
作業所製品や手作り商品などを販売するアン
テナショップとして、また、コミュニティカフェ
としていきたいと思っています。
行事予定：４月 つくしんぼコンサート
（戸坂福祉センター）
１１月 つくしんぼ祭（桜ヶ丘公園）

TEL（082）263-8443

FAX（082）264-9254
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264-9254

〜表彰グループ紹介〜
厚生労働大臣表彰（ボランティア功労者）

【手話サークルWa】

〜気持ちに添ったやり方で手話を続けて…〜
昭和63年、公民館で開催された手話講座の受講者を中心
に
「Wa」
が結成されました。現在は、発足当初のベテランか
ら、数年目の新人まで様々な手話歴のメンバーと聴覚障害
者が定例会に参加しています。勉強はもちろん、雑談も手話
なので、
「 当事者同士の手話は早すぎて…」
という新人メン
バーのつぶやきも…。手話を始めたきっかけは色々ですが、
各自の思いやペースに合わせて活動に参加されています。
「メンバーが減った時期もありますが、少なくても続ける
ことに意義があると思います。手話サークルは手話講座とは
違うので、それぞれの気持ちに添ったやり方で手話を続けた
らいいのでは。」
という代表の上瀬さんの言葉に、長年続い
ている秘訣があるように思います。
●発
足：昭和63年4月
●メンバー：14人
●活動日時：毎週水曜日
13:30〜15:30
●活動場所：温品公民館

わ

３本指は手話で
「Wa」
の表現

参加者
募集!!

広島県社会福祉協議会会長表彰（協助者）

【東区タイムボランティアふれあい】
〜ボランティアは無理せず楽しくボチボチと〜

現在、
メンバー全員女性ですが、
「仕事や家庭以外でも、楽
しみながら自分の時間を活かせる何かをしたい」
という共通
の思いで仕事の合間や退職後の時間を使ってボランティア
をされています。活動を通じて色々な人と知り合い、社会と
つながる中で生き甲斐や楽しさを見つけ、日々忙しく、活き
活きとボランティアをされています。
「ボランティアは楽しいのが一番！自分が楽しみながら人
にも喜んでもらえるのが一番の魅力。無理せず、楽しく、ボ
チボチやればいい。」
と代表の可児さん始めメンバー皆さん
のスタイルはとても素敵です。
●活動内容：定例会（2ヵ月に1回第1月曜）、子育て支援（月2〜３回）
作業所支援[手芸・昼食作り]（各月１回）、その他随時
●活動場所：東区内
●発
足：平成6年２月
●メンバー：29人

▶作業所に寄付する手芸品制作中。
楽しくおしゃべりしながらも、
手は動いてますよ！

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〜

9年目を迎える
「春休みスケート教室」は、初回から
スケートサポートボランティアとして広島修道大学
アイスホッケー部のご協力に支えられています。
スケートが初めての方も安心して参加してくだ
さい！車イスのままでも参加できます!

『春休みスケート教室』

●日

時：平成28年3月28日
（月）
10:00〜12:00
（受付時間10:00〜10:10）
●会
場：広島ビッグウェーブ
（東区牛田新町1-8-35）
●参 加 対 象：東区在住、18才以下の障害のある方とその家族
●参 加 費：スケート靴レンタル料300円/足
●定
員：先着60人
●持 参 物：指がかくれる手袋、着替え、タオルなど
●申込受付期間：平成28年2月29日
（月）
〜3月4日
（金）
「わたしたちと一緒に楽しく滑りましょう！」 修道大学アイスホッケー部と仲間達
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/

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。
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平成
27年度

東区福祉のまちづくり公開講座を開催しました！

東区社会福祉協議会では、地
（学）
区社協の取り組みを広く区民に知っていただくため
「誰もが

安心してくらせるまちづくりを目指して」
をテーマに、みだしの公開講座を毎年開催しています。
今年度は、
１２月１２日
（土）
に東区総合福祉センター３階大会議室で、福田地区社会福祉協議

会、戸坂城山学区社会福祉協議会、矢賀学区社会福祉協議会の皆さまからそれぞれ活動報告

をしていただきました。当日は１３４名の参加者があり、皆熱心に話しを聞いておられました。

「広報とサロンできずく福祉の絆」
福田地区社会福祉協議会

平成
27年度

「見守り活動とサロンの活性化」
戸坂城山学区社会福祉協議会

「第１次福祉のまちづくりプラン策定の現状と課題」
矢賀学区社会福祉協議会

東区在宅介護者 のつどい を開催 しました！

平成27年11月25日
（水）
に
「東区在宅介護者のつどい」
で神田山荘に行ってきました。

おいしいお食事をいただきながら介護のご苦労話や情報交換などができて、楽しいひと時を過ごしました。

お食事の後はお風呂に入ったりのんびり休んだりと、みなさんそれぞれゆったりと過ごしていただきました。

「東区在宅介護者のつどい」
とは
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

いる人、または１年以内に介護を経験しておられた人を対象

に、
リフレッシュをしていただくことを目的に行っています。

なお、
この事業は多山報恩会の助成を受けて実施しています。

台風１８号による大雨等災害義援金への
ご協力ありがとうございました！
昨年9月、台風１８号により茨城県、栃木県、宮城県で大きな被害
が発生しました。東区社会福祉協議会では、被災された方々を支
援するため、
９月２８日から１２月２８日までの間で義援金を募集し、
下記の額となりましたことをご報告いたします。
皆さまからお寄せいただいた義援金は、広島県共同募金会を通
じて、被災された方々へお届けさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

義援金総額

８29，
９０７円

赤い羽根 共同募金

〜じぶんの町をよくするしくみ〜
平成27年10月1日から12月31日を運動期
間として地域の皆さまにご協力をお願いして
おりました赤い羽根共同募金は、1月15日現在
下記の額となりました。この浄財は、身近な地
域福祉活動、福祉のまちづくり推進活動、ボラ
ンティア活動等の推進のために活用されます。

募金総額

9,187，
211円
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賛助会員を募集しています！
賛助会員は、東区社協の活動に賛同していただける皆さまに会員となっていただきご支援いただくものです。

皆さまからの賛助会費は、ふれあい・いきいきサロン活動などの福祉のまちづくり事業を進めていく上で

大変重要な財源となっていますので、東区社協の活動にご理解とご賛同をいただき、賛助会員としてご加入
いただきますようよろしくお願いいたします。

今年度、平成27年4月1日〜平成28年1月15日の入金状況は520,000円です。

賛助会員ご入会ありがとうございます。
平成27年10月20日〜平成28年1月15日現在
（敬称略）
個人

【戸
【温
【福
【尾

坂】村田 耕治 【牛 田】大原
品】田村 幸雄 【上温品】桑原
田】白鷹 之枝 【その他】松谷
長】匿名1名

政美
りえ
幹雄

出口
田原

ご寄附ありがとう
ございます。

雅彦
勝行

団体
︵法人︶

中山地区民児協、おちあい循環器内科クリニック、益田内科胃腸科
医院、高橋泌尿器科・皮ふ科クリニック、山﨑病院、松野クリニック、
水入クリニック、ひよこ小児科内科、太田川病院、かごさき小児科医院、
ひかりまち小児歯科・矯正歯科

【矢賀】岡内
個人会員

一口

団体会員
（法人外）

1,000円

郵便振替口座
社会福祉法人

恢様

一口

3,000円

団体会員（法人）

一口 10,000円

01380-6-77585
広島市東区社会福祉協議会

施設のご紹介
福祉を目的とする交流及び活動の場の提供により､地域での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しています｡ご利用をお待ちしています。

広島市東区地域福祉センター
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 ３階･４階)
休 館 日 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)
開館時間 ９:００〜２１:００
受付時間 ８:３0〜１７:１５
〔休館日
（第3日曜日）
を除く〕
電話番号 （０８２）
２６３−８４４３

広島市温品福祉センター
所 在 地 〒732-0032 広島市東区上温品一丁目２４−１
８月６日、年末年始
休 館 日 火曜日、国民の祝日の翌日、
（１２月２９日から翌年１月３日まで）
開館時間 ９:００〜２２:００
受付時間 ９:００〜１７:００
〔休館日
（火曜日）
を除く〕
電話番号 （０８２）
２８９−２６３５
※施設予約について電話にて空室状況の確認はできますが、ご予約はできません。各施設に来所していただきご予約の手続きをお願いいたします。

6

