職員の異動
♪よろしくお願いします
眞田 幹雄 事務局長
はじめまして？ お久しぶりです？
林事務局長の後任で西区社会福祉協議会に
参りましたサナダと申します。
昨年は、
「サナダ」と言えば、通じており
ました（NHK のおかげです）が、近頃は
「漢字は？」と問い返されます。漢字は、真田ではなく眞田で
すが…。
実は、13 年前に西区にお世話になり、安佐北区⇒市社協
（福祉課）⇒東区⇒市社協（福祉課）⇒安芸区⇒佐伯区を巡っ
て、またお世話になることになりました。
宜しくお願いします。
川口 真由美 主事
はじめまして。
２９年４月から新規採用で西区社協に参りました。
担当は介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）です。
生まれも育ちも東広島なので西区のことをいろいろ教えてく
ださい。ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、どうぞ
よろしくお願いします。

☆第２回ボラ連・利用連合同会議
日時
６月１９日(月)
13:00～13:50
場所
西区地域福祉ｾﾝﾀｰ３階

♪お世話になりました

★音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟとリスナーの交流会
今年度、まめの会とひいらぎの
会、そしてリスナーが直接顔を合
わせ、意見交換のできる場として
交流会の開催を検討中。決まりま
したら、ご案内します。

林 隆則 前事務局長
ボランティアの皆さま方には、大変お世話になりました。
本年 3 月末で定年退職いたしました。長い間ありがとうご
ざいました。今後は、身体に気をつけて、地域の町内会や各種
団体のお手伝いなど努めてまいりたいと思います。
西区福祉まつりなど、お邪魔することもあろうと思います。
皆さまもお元気で。ご活躍をお祈りいたします。

♪また、よろしくお願いします
古川 絵美 主事
２回目の育休から復帰しました。浦島太郎状態のため、また
みなさんにいろいろ教わりながらがんばりたいと思います。
よろしくお願いします。

ボランティア募集
もみじ作業所から募集がありました。
★作業所まつりのボランティア
日時 9 月 2 日（土）10:00～21:00（予定）
①午前のみ ②午後から ③終日 ④その他
場所 もみじ作業所【中区吉島西 2-1-24】
内容 午前：会場設営、荷物運び、ポップ書きなど
午後：仲間の介助、出店の手伝い、出店の売り子
駐車場の案内、美化係など
締切 8 月 8 日（火）
★クラブ活動でのボランティアスタッフ
クラブの種別 体育ｸﾗﾌﾞ 水泳ｸﾗﾌﾞ 音楽ｸﾗﾌﾞ 文化部
日程 ６/22 ７/27 10/26 11/16 1/25 2/8
全て木曜日 13:00～15:00
会場や活動内容等については、お気軽にお問い合わせ
ください。

５月

２０１７年（Ｈ２９）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰからのお知らせ

☆西ボラ・かわらばん１６１号
７月発行予定

西区ボランティア活動情報紙

西 ボ ラ ･か わ ら

※掲載記事のご希望がありましたら、
発行の１か月前までにご相談ください。

☆西区福祉まつりについて
＊まつり当日
10 月 7 日（土）10:00～16:00
＊第 1 回実行委員会
7 月 18 日（火） 時間未定
＊第 1 回全体会議
7 月 24 日（月） 時間未定
※参加案内の送付の際に日時を明記
します。

お知らせ

編集雑記
姉妹で育った私は、近所の庭先で
泳ぐ鯉のぼりをうらやましく、まぶ
しく見ていたものです。
最近では、豊かな自然の中で何匹
もの鯉のぼりを色とりどりに泳がせ
る風景を目にするようになりまし
た。安芸高田市では、平成２５年よ
り地域の活性化と地域の子どもたち
の成長を願い、たくさんの鯉のぼり
を川風になびかせているそうです。
この鯉のぼりの風景のように、子
どもたちの成長を社会の中で見守っ
ていきたいものですね。
（M．H．）

この広報紙のすべての問合せ・申込
西区社会福祉協議会（古川・原田）
Tel 294-0104

Fax 291-7096

E-mail:
nishi@shakyohiroshima-city.or.jp

Ｎｏ．１６０

発行 西区ボランティアセンター
〒733-8535 広島市西区福島町二丁目２４番１号 広島市西区社会福祉協議会内
Tel（082）２９４-０１０４
Fax（082）２９１-７０９６
E-mail nishi＠shakyohiroshima-city.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.shakyo-hiroshima.jp/nishi

ボランティア研修会のご案内

防災力基礎講座（仮題）
～わがまちを知り、日ごろから

日 時
会 場
内 容
講 師
対 象
定 員
参加費
共 催

備えよう!!～

６月１９日（月） 14：00～16：00
西区地域福祉センター 3 階大会議室
広島市の防災対策
広島市危機管理室 災害予防課
研修会の内容に関心のある方
８０名程度
無料
西区ボランティアグループ連絡会
西区ボランティアセンター利用者連絡会
広島市西区社会福祉協議会
申込締切 ６月１２日(月）

危機管理室災害予防課（広島市市政出前講座
活用）による広島市の防災対策も含めた講座の
開催をします。
災害が発生した時に日ごろの備えや心構えが
大切です。そこで、自分の住んでいるまちの特
徴を知り、地震や土砂災害などについて、公的
機関が行っている備えや自分でできる備えにつ
いて学習し、一層の防災力を身につけてみませ
んか。

:

撮
影
久
保
田
編
集
委
員

突撃取材！！

手話サークル「麦」

平成 29 年度

広島市西区社会福祉協議会事務局職員

安井

眞田

5月16日より手話ボランティア入門講座が始まります。今回はこの講座の共催である手話サークル「麦」の取材

（主任）

（事務局長）

をすることになり、定例会にお邪魔しました。
皆さんそれぞれ、友人の誘いやろう者とのちょっとした出会いをきっかけに、講座受講後サークルに入会して活
よろしくお願いします

動を続けられているとのこと。活動歴１年から２５年と幅広い層のメンバーですが、続けられる一番の理由はサー

古川

大野

（主事）

（主事）

クルの和やかな雰囲気であるということでした。
手話の指導をしている鶴川さんは、岡山在住時、友人に誘われてサークルに入り、その後広島に来て手話サーク
ル「クローバー」に入会。昼の講座開催をきっかけに手話サークル「麦」を立ち上げられました。今では、これま

眞田

法人運営 理事会・評議員会

での経験を通して、
「健聴者とろう者」
「男性と女性」「若者と年配者」など状況が異なっても“お互いが人間とし

安井

部会・委員会・計画・地区社協、福祉大会

て認め合うことが大切”との思いを持つことができるようになり、その思いが広がっていくことが願いだと話して

古川

ボランティア、福祉教育、貸付、 児童、障害

くださいました。

大野

経理・庶務、ひとり親、障害者（すみれ）、貸付、表彰

和田

かけはし、ガイドヘルパー、貸付、高齢者、地区社協、

この日、指文字を使ってしりとりの最中でした。日常生活で出てくる会話文が白板いっぱいに書いてあり、学習
の仕方の工夫を垣間見ました。定例会ではタイムリーなニュースやろう者に関わる歴史などの話もあるとのこと。
また、平和公園ガイドボランティアによる平和公園の見学など屋外活動の企画もあるそうです。

ボランティアコーディネーター

総合事業

原田

佐野

総合事業 （地区社協等）

この取材の最後に少し手話体験をさせてもらい、わずかな手話で何とかコミュニケーションが成立した時の喜び
※指文字：手指を組み合わせてつくる形で文字を表すもの《大辞林 第三版》

（主事）

（主事）

地域福祉センター
川口

やお互いが認め合うことのできる場の心地よさを知ることができました。取材のご協力、ありがとうございました。

川口

和田

（嘱託）
佐野

総合相談・かけはし（ ９：００～１５：４５)

原田

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(１０：００～１６：４５)

信井

地域福祉センター受付

敷地

ガイドヘルパー受付
相談室

総合相談員

相談室

（嘱託）
ボランティアコ
ーディネーター

信井

敷地

（臨時）

（臨時）

地域福祉センタ

ガイドヘルパー

ー受付

受付

活動報告１
～障害のある方の書道教室の支援活動に参加して～
西ボラ・かわらばんで西部障害者デイサービスセンターにおいて「障害のある方の書道教室のサポーター」

入口

を募集していることを知り、私には６０年前の小学生の頃にしか筆を握った経験がないことを忘れて応募しまし
た。
３月２７日（月）に約１時間、４月１０日（月）には３時間お手伝いできましたが、障害のある方々に接して、

ボラ連・利用連

29 年度新役員紹介

どの方も、自分の境遇に悲観することなく明るく活動しているのをみて大変感動して、今後も是非皆さんの役に
立とうと決意しました。

活動報告２

男のつどい 佐藤 正夫

この度役員の互選があり、新しい役員が決まりました。
代 表 伊藤 和子（わぃわぃサークル）

～フラワーフェスティバルのボランティアに参加して～

副代表 弥永 典子（生協ひろしま西区東コープ福祉委員会）
会 計 松岡 眞理（やさしい手介護グループあじさいの会）

私は、スーパーボールすくいのボランティアをやって、ボランティアはとても楽しい
と思いました。一緒にボランティアに参加していた方々もとても親切に接してください
ました。接客を分担して、効率よく行うことで、他の方々と協力できたと実感しました。スーパーボールすく
いに来られた方々はとても楽しそうでした。

平成 14 年から代表の役を務めさせていただいております。これまでは徳田さんが副代表
で、とても大きい存在でした。何とか活動、運営ができたのも、ここまで陰日向なく支え
てくださったからです。有難うございました。

近いうちにまた、ボランティアに参加してみたいと思いました。

これから 2 年間、新三役で頑張りますので、よろしくお願い致します。
広島修道大学

かわい たか み

河井 貴 見

伊藤 和子

