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平成29年（2017年） 月 日

文字でコミュニケーションしてみませんか！
〜要約筆記ボランティア入門講座〜
「要約筆記」は、聴覚に障がいのある方（とりわけ手話の理解が難しい中途失聴・難聴者）にとって
大切な情報伝達の手段の一つで、話を要約して文字で伝える方法です。

２ ７

２月21日（火）

（火）
〜
開催 平成29年 月 日
日時 10：00〜12：00
【全３回】
開催日

内

容

講

師

要約筆記って何？
２月 ７日（火）
聞こえない生活とは・・・

NPO法人 広島市要約筆記サークル「おりづる」
佐伯支部
広島市中途失聴・難聴者協会

２月14日（火）「要約筆記」の体験をしましょう

NPO法人 広島市要約筆記サークル「おりづる」
佐伯支部

社協職員
ボランティアって難しい？
NPO法人 広島市要約筆記サークル「おりづる」
２月21日（火）
茶話会（難聴者と交流しましょう）
佐伯支部

♥会

場

佐伯区地域福祉センター５階

♥対

象

要約筆記に興味・関心のある方
（初心者大歓迎）

♥定

員

ボランティア研修室

20名（定員になり次第締め切ります）

文字を書く事が
好きな人に、
お勧めします。

♥参加費

300円（テキスト代他）

♥協

NPO法人 広島市要約筆記サークル「おりづる」佐伯支部
広島市中途失聴・難聴者協会

主

力

催：社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

＜申込み・お問い合わせ＞
広島市佐伯区社会福祉協議会
〒731-5135 広島市佐伯区海老園１−４−５

☎ 921−3113

Fax 924−2349

駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

まごころ弁当ボランティア研修会に行ってきました！
〜五日市中央地区社協〜
11月29日、五日市中央地区のまごころ弁当ボランティア研修会に参加しました。まごころ弁当とは、一人
暮らし高齢者など、気がかりな方を対象に、ボランティアによって調理されたお弁当をお届けする見守り活動
です（五日市中央地区社協は原則第２・４金曜日に実施）。
今回はボランティアをしている32名のみなさんと広島大学東広島
キャンパスへ研修に行ってきました。お昼ご飯を食べながら、日頃
の活動についての情報交換・意見交換を行い、その後、在学生の
案内で学内を見学しました。
当日は風もあり気温も低かったのですが、最後まで熱心に研修を
≪参加者のみなさんと広島大学にて≫
受けておられました。
五日市中央地区は日頃４班に分かれて活動されており、普段なかなか会う機会のない他班の人とも交流が
できるため、みなさん年に一度の研修会を楽しみに参加しているとのことです。
一人暮らし高齢者など、気がかりな方への見守り活動のひとつとして、これからもまごころ弁当の活動が
続いていくことを願っています。

認知症の家族を持つ方、興味のある方、
どなたでも参加できます！
あなたはひとりじゃありません。是非お気軽にご参加ください！
介護保険の話など
聞けてよかった！

みんな同じ悩みを抱え
ていると知ってホット
しました･･･

定例
お問い
合わせ

定例

3月16日（木）13：30〜15：30

寄贈 ありがとうございました！
〜国際ソロプチミスト広島−中央からワゴン車〜
国際ソロプチミストは、
約130ヶ国に3,000
のクラブ、
80,000人の会員を有する、
女性の世
界的な奉仕団体です。国際親善と理解活動及び
友情を通じ、
女性の地位向上、
高い倫理基準、
万
人の人権、
平等・開発・平和を求めて努力すること
を目的としています。
その目的達成のために、
社
会に向けて理解促進、
提唱活動を行っています。
このたび、
「 国際ソロプチミスト広島−中央」
認証20周年記念事業として、本会に対して軽ワ
ゴン車１台のご寄贈がありました。
役職員一同、心よりお礼を申し上げます。

≪平成28年７月21日の贈呈式の様子≫

ボランティアセンター登録グループ一覧
ボランティアは佐伯区ボランティアセンターから〜 笑顔の花 咲かせませんか！
支援

グループ名
点字グループつぼみ

地域福祉センター

視覚障害者へ音訳テープ・ＣＤ作成

地域福祉センター

広島ともに走ろう会

視覚障害者との伴走やガイド

宮園公園

要約筆記サークル「おりづる」佐伯支部

難聴者支援、要約筆記者の派遣

地域福祉センター

五日市ボランティアサークル「かえで会」
聴覚 手話サークル「てまり」
手話サークル「りぼん」

害

地域福祉センター
手話学習、聴覚障害者との交流

手話サークル「みのり」
精神 紙ふうせん
地域
施設

そ
の
他

地
区
社
協
活
動
関
連

活動場所等

視覚障害者への点訳、点字版作成

視覚 五日市音訳グループ
障

活動内容

地域福祉センター
五日市公民館
美隅公民館

精神障害者との交流

地域福祉センター

さえきふれ愛グループ

在宅個別支援・訪問活動（音楽等）

地域福祉センター

中央・幸工房ボランティア会

中央・幸工房のお弁当作り

NPO法人中央・幸工房

ウィードボランティアサークル一陽会

原田病院内植物の手入れ・美化

原田病院５階

佐伯区在宅栄養士会

「まごころ弁当」の献立作り

地域福祉センター

佐伯地区青少年を育てる会

区内の福祉事業の支援・参加

地域福祉センター

遊びの研究会キューブ

地域・各種団体への活動支援

地域福祉センター

輝楽希楽列車

演芸（日舞・フラダンスなど）

随時・随所

湯来地区社会福祉協議会

湯来福祉会館

石内まごころ会

石内公民館

河内地区社協ボランティアグループ

河内公民館

五月が丘ボランティアバンク

五月が丘公民館

ボランティアバンクふじのき

藤の木公民館

彩が丘プラチナ倶楽部

彩が丘第三集会所

美鈴が丘地区社会福祉協議会
八幡東ボランティアバンク
八幡学区社協ボランティアグループ
五日市観音西地区社協ボランティアグループ

ひとり暮らし高齢者などへ
「まごころ弁当」配膳活動・
いきいきサロン・子育てサロン
など

美鈴が丘南街区集会所
八幡東公民館
八幡学区社協事務所
観音台公民館

佐伯区観音社協ボランティアグループ

老人いこいの家坪井荘

五日市学区社会福祉協議会

五日市公民館

五日市中央ボランティアバンク

五日市中央公民館

五日市東学区社協ボランティアバンク

皆賀公民館

五日市南学区社協ボランティアバンク

吉見園公民館

楽々園学区社協ボランティアグループ

楽々園公民館

はなみずきの会

薬師が丘いきいきサロン

お問い合せ・相談は、佐伯区ボランティアセンター

☎ 082－921－3360

薬師が丘第一集会所

！
集
募
員
会
賛助

佐伯区社会福祉協議会では、
「みんなでつくる ささえあいの
まち」をスローガンに、地域における助け合いや支えあいを通して、住民
一人ひとりが主役となった「ささえあいのまちづくり」を進めています。
こうした本会の活動に賛同いただき、ご支援くださいますよう「賛助会員」を募集して
おりますので、ご協力をお願いいたします。
平成28年５月10日〜平成28年12月21日間で、次の方々から賛助会員のお申し込みをいただきました。
ご理解とご協力をいただきました皆様に感謝を申し上げます。
★広島市手をつなぐ育成会佐伯区支部
★五日市学区町内会連合会
★平岡 勇
★今井 千代次（２件） ★中本 忍
★前田 桂子
★細川 了
★石本 瑠里子
★深川 悦子
★佐々木 繁盛
★奥田 卓也
★古田 聰明
★肥後井 昭
★古池 里司
【団体】
２団体 ２口【個人】12名 41口（順不同、敬称略）

愛の灯
（敬称略）

一般寄附として

ご 加 入 して い た だ く に は

個 人 会 員：一口＝1,000 円
団体・企業会員：一口＝5,000 円
郵 便 振 替 口 座：01310−5−88878
問 い 合 わ せ 先：広島市佐伯区社会福祉協議会
（082−921−3113）

物品寄附として

★国際ソロプチミスト広島−中央…軽ワゴン車１台
★国際ソロプチミスト広島−中央
★眞田 幹雄…米５kg（美の里）
★佐伯区身体障害者福祉協会
★佐伯区視覚障害者の集い
「白い三輪車の会」 ★匿名…米 30kg２件（下河内）
★匿名…米 15kg（三筋）
★匿名（杉並台）
★匿名…米８kg（隅の浜）
★匿名（皆賀）

香典返礼として
★白石

浩三（五日市中央）

温かいご寄附、ありがとうございました。
お寄せいただいたご寄附は、佐伯区社会福祉協議会の
社会福祉事業のために大切に使わせていただきます。
平成28年５月10日〜平成28年12月21日（順不同）

やるき・げんき・さえき・祭りへのご協力ありがとうございました
平成28年９月25日（日）
「 やるき・げんき・さえき・祭り」を開催し、
679名の来場がありました。中でも、NHK広島放送局お天気キャスター
の勝丸恭子さんによる記念講演会は大盛況でした。
ご参加いただいた方をはじめ、協賛金・協賛物品をご提供いただき
ました企業団体など、
多くのみなさまにご協力をいただき、
無事終了する
ことができました。
心より感謝申し上げます。
※協賛金・協賛物品は、抽選会の景品とさせていただきました。

協賛金・協賛物品として（敬称略、順不同）
ウォンツ海老園店 塩屋天然温泉ほの湯 楽々園 ミスズガーデン㈱ （医）翠和会 養神館病院 西洋菓子 無花果
広島市国民宿舎湯来ロッジ 広島ネームプレート工業㈱ サンリブ五日市店 八幡川酒造㈱ 徳川五日市店 広島信用金庫五日市支店
JA広島市海老支店 フレスタ海老園店 おんまく寿司五日市店 砂谷㈱ （医）一陽会 原田病院 ㈱スパーク 昭和産業㈱
五日市福屋 カルビー㈱広島工場 広島西南ロータリークラブ ホテル広島サンプラザ 薔薇の宅配 花丸園芸

JR広

島駅

エールエールA館

猿猴

川

京橋川

２.電話番号 ＴＥＬ ２６４−６４００（代表）
ＦＡＸ ２６４−６４３７

島・牛
田

駅前
大橋

所 〒732-0822
広島市南区松原町５番１号
広島市総合福祉センター内
（BIG FRONT ひろしま６階）

←白

川
京橋

１.住

３.位置図

お気軽に
お越しください︒

事務所移転のお知らせ

社会福祉法人広島市社会福祉協議会は、平成28年
12月５日をもって、下記の「広島市総合福祉センター」
へ事務所を移転いたしましたので、
お知らせします。

海田
・府
中

→

広島市総合福祉センター
（BIG FRONT ひろしま５・６階）

