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 今年、西区福祉まつりを１０月７日（土）10:00～15:00（抽選会 15:15～

16:00）に西区地域福祉センター（駐車場、３階、４階）で開催しました。 

 44 団体が参加し、ステージ、食事、相談、体験、展示等のコーナーで来場され

た皆さんと交流しました。当日来場された方は約 500 人に上りました。 

 最後に 17 企業の協賛をいただき、抽選会も行うことができました。 

 また、ボランティアグループ「男のつどい」が餅を配りながら「台風１８号大

分県災害義援金」への協力を呼びかけ、共同募金会を通じて 16,645 円の寄付を

行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３１回西区福祉まつり 

    お疲れさまでした!! 
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西区ボランティア活動情報紙 

 まつりの数日前から天気予報を毎日確認し、当日の朝も雨マークはなかった。「良かった。雨

は降らない」ところが、空が段々と暗くなり、雷の音も聞こえ、雨も段々強くなり、集中豪雨に

見舞われた。今朝の天気予報はなんだったの。正面の看板は、思いと時間をかけて作っていただ

いたのに無残な姿に。１階会場は開店休業。「昼のイベントは屋内だけを回るようになるな。抽

選会は何とか外でできないか」と思っていたら、１２時前には雨も止み、安堵いたしました。当

日の天気予報も当てにならないとの認識を持った日でした。 

 来場いただいた多くの皆様、協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

                      西区福祉まつり実行委員会  伊藤和子 

西 ボ ラ ･か わ ら ば ん  
 
 

mailto:vorasennishi@hotmail.com


平成２９年１１月２９日(水)広島市社会

福祉大会にて西区からは広島市長表彰

を２団体が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア研修会報告 「介護保険制度の現状について」 
日時：１０月３１日（火）１４：００～１６：００ 場所：西区地域福祉センター 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰おめでとうございます 

 

この度、｢男のつどい｣が広島市より永年にわたり地域住民の福祉向上に貢献したことが認められ、

平成２９年度社会福祉大会で市長表彰をうけることになりました。１８年の永きにわたり車いす介助

を中心としたボランティア活動が認められたものと思われます。 

西区社協事務局長さんはじめスタッフの皆様のご支援を深く感謝しております。 

現在１６名の会員ですが高齢者が多く健康に留意しながら一年でも永く活動を続けていきたいと思

います。 

男のつどい 久野博司 

改めて介護保険の考え方を学び直す機会であった。今まで私達は、自助から一足飛びに公助へと当

然の様に支援を求めていた。しかしこれからは、自助→共助→公助のステップを踏むことで豊かな老

後を送れそうだということが納得できた。共助とは、地縁を大事にすることである。今自分の住んで

いる地域に進んで関係を作ることで老後の宝物を手に入れることができると確信ができた。一歩前に

進む力をもらうことができた。 

西区認知症の人と家族の会 藤田ミキ子 

 
 

 

 

「ひいらぎの会」は発足１５年目を迎え、会員１４名で目の不自由な方々や腎友会（腎臓病患者の

会）のお役に立つように音訳ＣＤや音訳テープの作成に取り組んでおります。また高齢の方々に本を

朗読したり紙芝居を演じて喜んでいただいております。２年前から始めた「西ボラ・かわらばん」、

「ふれあい」の音訳ＣＤ作成もようやく軌道に乗ってきました。 

この度、思いがけなく市長表彰を受けることとなり会員の励みとなります。 

これからもレベルアップを目指して、楽しく活動を続けたいと思っております。 

                   

                  ひいらぎの会(音訳・朗読ボランティアグループ) 石綿和子 

 『西区民まつりに参加しました』ボランティアセンターからの報告  

 ＝ボランティアセンターのブースを設置＝ 

日時１１月５日(日)１０：００～１５：００ 

場所 西部埋立第５公園内 

内容 ◆体験 おりがみ(カープ帽子とパンダづくり 約８０人)  

       点字(名刺づくり 約８０人) 

   ◆相談 介護（小物づくり 約１０人） 

       ボランティア（クイズ 約３０人） 

   ◆展示 ボランティアグループ紹介パネル・介護服   

   ◆共同募金 募金額 38,127 円 

 

●もみじ作業所まつり とき：９月２日(土) ところ：もみじ作業所 
９月２日、もみじ作業所まつりのお手伝いをしました。午前中のみでしたが、多くの若い方に混じっ

ての会場設営など“力仕事”でした。 

機会がある度に感じることですが、若い方の協力が多いのは本当に頼もしく喜ばしい限りですね。 

暑い日でしたが、当日も清々しい気持ちで終えることができました。 

男のつどい 木村邦雄 

●育成会まつり とき：９月１０日(日) ところ：三篠小学校 
 緑内障による視野狭搾や白内障による視力の低下を体験できるメガネを着け、歩き難さや白地に緑の

組み合わせがよく見えることを体験してもらいました。非常口等の重要な場所で、その色の組み合わせ

が使われている意味を理解してもらえたのではないでしょうか。 

男のつどい 真鍋 徹 

●皆賀園まつり とき：１０月２１日(土) ところ：皆賀園 
初めて皆賀園のボランティアに参加させていただきました。あいにくの雨でしたが、どの方も明るく

楽しそうにされていたので私も本当に楽しみながらやることができました。今まであまり関わったこと

のない場所でのボランティアだったのでとても貴重な体験でした。 

また機会があれば是非参加したいです！ 

山陽高等学校 吉岡愛莉 
 

●夢フェスティバル とき：９月２３日(土) ところ：夢トピア 
私のボランティア内容は清掃でしたが、様々なイベントがあり、おもしろかったです。この夢フェス

ティバルでは地域の人や施設の人たちが力を合わせてつくっているもので、参加させてもらって本当に

よかったです。 

古田中学校 中山茉咲 
 
●西区福祉まつり とき：１０月７日(土) ところ：西区地域福祉センター 
西区福祉まつりでは臨時駐車場と抽選会のボランティアに参加しました。もちつきもありましたが雨

のため中止になり残念でした。今回、実習としてボランティア活動に参加し、他の学生さんや地域福祉

センターの方々とコミュニケーションをとりながら取り組むことができました。９時から１６時まで活

動してとても良い体験をすることができました。駐車場では来場者の方々を誘導するのは少し難しかっ

たけど、来場者に案内することでコミュニケーションをとりながら活動することができました。抽選会

のボランティアもできたのでとても感謝しています。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

広島国際学院大学 情報文化部現代社会学科 桑田智哉 
 

 

 

 

 

もみじ作業所まつり   

活動風景 

育成会まつり  

活動の様子 

広島市社会福祉大会の様子 
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ボランティア募集 

♪障害児者交流会「もちつき」 
日 程：平成３０年２月３日(土) 
活動時間：９：００～１４：００ 
活動場所：おりづる作業所（西区観音新町 3-9-6） 
     夢トピア地域交流センター（西区観音新町 3-9-9） 
活動内容：杵つき、餅丸め、会場設営、片付け、駐車場係等 
募集人数：３０人 
主 催：広島市西区社会福祉協議会 
締 切：平成 30 年 1 月 24 日（水） 
 
♪子ども食堂「スペースこむぎ」 
活動日 ：毎週金曜日 
活動時間：①19:00～21:00  ②20:00～21:00 
活動場所：広島キリスト教社会館（西区小河内町 1-13-3） 
活動内容：①配膳と片付け 
     ②子どもの遊び相手、小中学生の学習支援 
募集人数：若干名 
その他 ：食事の提供があります。 
募集団体：社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団 
 
突撃取材!! 山陽高等学校 奉仕部 
 今年の福祉まつりでも素敵な活動をしていた山陽高等学校の生徒さん。そ

の秘密を探ろうと 11 月 14 日山陽高等学校奉仕部にお邪魔しました！ 

 現在、部員は 2 年生女子２名(黒田みどりさん、今中稜さん)。インタビュ

ー形式で活動内容をお届けします！ 

Ｑ．主な活動は？ 

Ａ．福祉施設でのお祭りの手伝いや社協のもちつき交流会などです。主

に顧問の先生を通じて依頼を受け現地に足を運んでいます。 

Ｑ．入部の動機やきっかけは？ 

Ａ．中学時代、地域のゴミ拾いに母親と参加して、自分も社会の役に立  

 ちたいと思い興味を持ったのがきっかけです。(黒田さん) 

  部員の黒田さんに誘われたのがきっかけです。(今中さん) 

Ｑ．これまでの活動で印象に残ったことは？ 

Ａ．吉島の作業所のまつりに参加した時に手話が飛び交う中、戸惑うば 

 かりでしたが、皆さん温かい人ばかりで２回目も楽しめました。 

                           (黒田さん) 

  毎回訪問場所が違うし、部員と同じ場所とは限らないので不安でい  

 っぱいですが、その度に刺激を受け新しい自分に出逢えることです。 

                           (今中さん) 

Ｑ．これからの活動について何かありますか？ 

Ａ．兼部できるのが魅力なのでもっと知ってほしいし、部員を増やした 

 いです。活動も増やしたい。手書きのポスターを作成し、学内への掲  

 示を依頼中です。 

  

 取材を終え、素敵な活動の秘密が分かったような気がしました。私たち大

人がいつしか忘れてしまった『素直さ、感受性の豊かさ、発想力』。 

              また、逆に彼女たちにとって活動を通し普段 

             接する親や先生以外の大人と関わることがとて 

             も新鮮なんだという話を聞いた時、助け合いの 

             心は年齢関係なく人の心を癒し成長させてくれ 

             るものなのだと教えられた気がしました。 

              放課後の貴重な時間を本当にありがとうござ 
             いました。 
 

お知らせ 

☆ボランティア交流会の日程が決
まりました！ 
 日時 ２月２６日(月) 
      11:30～14:30 
 場所 ４階ボランティア研修室 
       ・会議室 
¶内容等は第４回合同会議で決定
予定です。出し物など考えておい
ていただければ幸いです！ 
 
☆第４回ボラ連・利用連合同会議 
 日時 １２月１８日(月) 
      13:30～1５:00 
 場所 ４階ボランティア研修室 
       ・会議室  
 
☆第 5 回ボラ連・利用連合同会議 
 日時 2 月 26 日(月) 
      10:30～11:10 
 場所 ４階ボランティア研修室 
       ・会議室 
      
☆西ボラ・かわらばん１６３号  
        ２月発行予定 
※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。 

編集雑記  

=取材こぼれ話= 

 今回突撃取材に 

参加した編集委員 

のひとりは地域で 

小中学生の見守り活動をしています。 

 取材も終わりに近づいた時、部員の

ひとりが「小中学生の時にいつも声を

かけてもらっていました。今回、取材

でとても緊張していたのですが、顔を

見て緊張が解けました。お会いできて

うれしいです」とちょっぴり恥ずかし

そうに話されました。 

 この偶然に編集委員一同、素敵な感

動に包まれました。まさに『日々の活

動がつながっている！』出来事に心も

軽く､温かく､帰ることができました。    

                        （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 

 

山陽高等学校奉仕部の皆さんと先生 
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