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手 話 ボ ラン ティア 入 門 講 座

●広島市西区医師会 市民公開講座●

高齢者社会における
我が町の地域包括ケアシステム

昼の部
●日 程 平成28年5月17日(火)〜7月19日(火)
毎週火曜日
《全10回》
●時 間 13：30〜15：30
●場 所 西区地域福祉センター 4階
●参加費 1,000円
（テキスト代ほか）
●共 催 手話サークル麦、西区社会福祉協議会
●定 員 20名（先着順）※定員になり次第締切

〜広島市西区に住み働き育み
よかったとあんしんできる

夜の部

●日 程 平成28年3月26日(土)
●時 間 14：00〜17：30
（開場：13：30）
●場 所 広島国際会議場 国際会議ホール「ヒマワリ」
（広島市中区中島町1-5 平和記念公園内）
●定 員 400名（事前申込必要） ＊入場無料
●主 催 一般社団法人 広島市西区医師会
広島市西区地域保健対策協議会

●日 程 平成28年5月13日(金)〜7月15日(金)
毎週金曜日
《全10回》
●時 間 19：00〜20：45
●場 所 西区地域福祉センター 4階
●参加費 1,000円
（テキスト代ほか）
●共 催 手話サークルクローバー、西区社会福祉協議会
●定 員 30名（先着順）※定員になり次第締切

問い合わせ

広島市西区社会福祉協議会

問い合わせ

TEL.082-294-0104

子育て
オープンスペース

第123号

地域づくり〜

一般社団法人 広島市西区医師会 事務局

TEL.082-297-6636

ピクニックひろば

〜絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一緒に遊びましょう！〜
「子ども大好き！」
なボランティアが集まり運営しています。
●場
●日

所 西区地域福祉センター 4階
時 毎月第1水曜日（祝日の場合翌週開催）
午前10:00 〜 12：00
●支援グループ わぃわぃサークル

7月以降も毎月開催予定です。

名
称：のびのび親子サロン
開設場所：田方上集会所
開設日時：毎月第3木曜日 午前10：00〜11：30
参 加 費：1家族 50円

“子育てオープンスペース” ってなあに？

暦の上では一番寒いと言われている日、平成28年1月21日に訪問

安心して子どもを遊ばせる場がほしい
たくさんお友だちをつくりたい
● 子育ての情報交換をしたい
そんな子育て中の親子が、気軽に参加できる
親子の交流 の場が「オープンスペース」です。
※参加費無料・時間内であれば出入り自由

させていただきました。寒い日でしたが、4組の親子11名の参加でした。

●

●

このサロンは、古田台学区社会福祉協議会、古田公民館、西区地域
子育てセンターが、平成20年10月に立ち上げ、現在も活動が続いて
います。今回は、
「節分のかわいいお面づくり」のプログラムです。

いろんな色の鬼ができたよ！

クレパスや色鉛筆で色を塗って、
切り取り、
ゴムをつけて、
鬼のお面の完

今後の開催予定

4月6日（水）／ 5月11日（水）／ 6月1日（水）

子育て中の皆さんを地域が応援しています

古田台学区
社会福祉
協議会

問い合わせ

広島市西区社会福祉協議会

成です！お面をつけて楽しみました。
途中で鬼が出てきて、
新聞紙で丸め

TEL.082-294-0104

たボールで鬼退治！このオープンスペースは、
古田民生区の民生委員数名が
中心となり、
お世話をしています。

地域情報をホームページに掲載しています！

「久しぶりじゃね。
大きくなったね」
「元気だった？」
など、
お母さんへ

地区社会福祉協議会が発行している広報誌を、
西区社会福祉協議会ホームページに掲載しています。

声かけしていました。
また、お母さん同士で、4月か

ホームページ：http：//www.shakyo-hiroshima.jp/nishi

ら入園する幼稚園の情報交換も
自然と輪になって、遊びが始

■編集・発行
社会福祉法人

「ジャンケンポン！」
合わせて
焼き芋ジャンケンの手遊び歌に

まります

広島市西区社会福祉協議会
広報委員会

〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号
西区地域福祉センター４階
TEL 082-294-0104
FAX 082-291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ：
http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi

されていました。

古田台学区では、
このサロン以外にも、
お母さんたちが開設している

お母さんの声
家で遊ぶのとは違って、広い空間で自由に遊

サロンや、お寺が開設しているサロンもできて、3か所になりました。

ばせることができるのが助かります。家ではで

このような場がたくさんあると、子育て中の親も心強いですね。

きない体験ができるので、楽しみにしています。

身近に相談する人がいないため、
悩んだり、
不安を感じたり…。
地域のオープンスペースは、
0歳から未就園
児とその保護者が、気軽に集い、交流できる場です。区内には、現在３１か所あります。地域の人やボラン
ティアが中心となり、子育て親子を応援しています。
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ご存知ですか？

お気軽にご相談ください 相談
無料

実施日 月曜日〜金曜日（祝日除く） 9：00 〜 15：45
専任の総合相談員が相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。来所でも電話でも応じます。
心配ごと相談

福祉サービス利用援助事業「かけはし」

日常生活での悩みごとや心配ごとの相談に応じます。
専門的なことは、関係機関を紹介します。

在宅訪問相談
高齢や障害や病気などにより出かけて相談することが
難しい方に、自宅を訪問して相談に応じます。

高齢や障害により判断能力の低下した方に、福祉サービスの
利用や金銭管理のお手伝いをすることで、安心して在宅の
日常生活が送れるサービスを行います。
（相談は無料、サービスは有料）

ご加入ありがとうございました
《賛助会員・特別賛助会員 加入者ご芳名》
＊順不同
（Ｈ27年12月1日〜Ｈ28年2月29日）
＜賛助会員＞

専門相談員の派遣
相談の内容によっては、司法書士、弁護士などの専門職が
自宅を訪問し、適切なアドバイスをいたします。
（初回相談のみ無料）

みなさまのあたたかいお気持ちは、
西区内の地域福祉活動を推進する
貴重な財源として有効に使わせて
いただきます。

問い合わせ

広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-0104

原田
定丸
植野

明様
達彦様
純夫様

新田
森重
佐藤

米造様
静香様
調様

荒谷
忠様
大迫 武尚様
匿名7

岸下
菅原

安子様
博様

＜特別賛助会員＞

広島市くらしサポートセンター 相談無料
さまざまな理由で生活
（くらし）
に困っている方、
一人で悩まず、
まずはご相談ください。

ご加入いただくには
借金があって、
生活が苦しい

仕事が見つからない

一般社団法人地域空家管理協議会様
己斐東学区社会福祉協議会様

賛助会員

どうしたらいいかをいっしょに考え、
解決に向けてサポートしていきます。

月曜日〜金曜日
（祝日除く）8：30〜17：15

問い合わせ

実施日

社会に出て働きたい、
人とつながっていたい

広島市くらしサポートセンター
西部サブセンター

TEL.082-943-8797

もしもの時の安心のために…

緊急連絡カード・安心カード

ご寄付ありがとうございました

※何口でもご加入いただけます

： 一口＝2,000円 個人対象

特別賛助会員： 一口＝5,000円

郵便 振 替口座
ひきこもりなど、
気になる家族がいる

株式会社西田修理工場様

《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同（Ｈ27年12月1日〜Ｈ28年2月29日）

企業・団体等対象

01350-9-16537

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せください）

平成
28年度

学習習慣を身につけ、基礎学力の向上、
自分の将来に目標を持つことを目指した
学習支援講座です。

●対

象 者

● 対象学年
● 募集人数

●日

所
程

ひとり暮らしの高齢者など、「入院など何かあったときに、家族へ連絡
●費

用
● 申込締切日

そのため、緊急の場合の連絡・通報体制を図るために、地区社会
福祉協議会の見守り活動の一環として、緊急連絡カード・安心カードを

吉松 兼一様 久保田 正幸様
南観音女性会様
NPO法人広島鯉城断酒会様
中途視覚障害者の集い「カナリアの会」様

※営利法人の場合は、法人税法第３７条による額が損金算入されます。
個人の場合は、所得税法第７８条により寄付金控除が受けられます。

広島市ひとり親家庭学習支援事業

●場

してもらえるのだろうか？」と不安に思っている方もおられます。

一般寄付

広島市に在住のひとり親家庭の子ども
小学校4年生〜中学校3年生
20〜25名程度
西区地域福祉センター
平成28年5月〜平成29年3月の間 36日間
（土曜日 午前中）
無料
平成28年4月25日（月）

※支援員は研修を受けた大学生などです。
会場では、保護者の生活相談などもお受けします。

制作しています。
カード は 2 種 類 ありま す 。緊 急 連 絡 カード は、電 話 機 の 近くに
貼 り ま す 。 安 心 カ ー ド は 、 財布等に入れることができます。
問い合わせ

広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-0104

かかりつけ病院や、
緊急時連絡先を記入します

問い合わせ

（一般財団法人）広島市母子寡婦福祉連合会事務局

TEL.082-241-1768

