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西区社協だより

「やあこんにちは！」で取り上げたい西区内の人・団体・モノなどがありましたら、西区社会福祉協議会まで情報をお寄せください。
この広報紙は、(財)多山報恩会の助成金および共同募金配分金により作成しました。

西区内には５か所の認知症カフェがあります。（虹カフェ、やまびこカフェ、もちもちオレンジ、Caféわ・おん、オレンジカフェ）

オレンジカフェすずがみね開催!!

オレンジカフェは、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報共有し、お互いを理解し合う認知症カフェの一つです。
平成29年7月から毎月1回開催され、10月21日に開催の様子を取材しました。

● 場所：力田病院／広島市西区鈴が峰町14-20
● 日時：原則毎月第３土曜日 13:30～16:00
● 参加費：100円（飲み物代）

● 実施団体：医療法人社団 玉章会 力田病院
● 後　援：鈴が峰地区社会福祉協議会
● 問合せ：力田病院／☎082-277-2101（担当：田中）

　認知症の方が増加していく中で、地域へ認知症に対する
理解を深めて、皆で支える地域、住みやすい地域、認知症に
なっても楽しく生活できる地域作りを目的にオレンジカフェ
の開催に取り組みました。参加者はお茶やコーヒーを飲みな
がら会話を楽しまれています。その他には体操や歌を楽しむ
ことや、講座を開催することもあります。また、医師や専門職
に困りごとや悩みごとを相談することができます。

力田病院 玉章会 居宅介護支援事業所
田中さんに話を伺いました。

　新広島ヤクルト販売㈱の管理栄養士の菖蒲田さんがカフェで講演をされました。「良い
ウンチ、悪いウンチ」の話や、便秘の原因や腸内環境の話をされ、参加者からは、「自分の
体の中のことを知る機会になり、思いあたることが多々あって集中して聞くことができた」
等の感想があり、講演に満足されている様子が伺えました。

健康教室『～ウンチは健康のバロメーター～』

　高齢者が増え、2025年には700万人が
認知症になると言われています。
　いつまでも住み慣れた地域で暮らすことが
できるように、皆が、認知症について理解する
ことが必要であり、認知症カフェが増えて
いくことが期待されます。オレンジカフェの
運営には鈴が峰地区社会福祉協議会が協力
をしています。

　ピアノ演奏で皆さん懐かしの歌を熱唱、
笑顔が素敵でした。
　音楽を聴いたり歌ったりすることは認知症
の予防・改善に効果があると言われています。

　オレンジカフェ開催にあたっては、手伝ってくださるボラン
ティアさんを対象に、地域包括支援センターに認知症サポー
ター養成講座を開催していただく等、各機関よりご協力を
いただきました。
　病院としてはオレンジカフェを通して地域との関わりを
深めることを目指しています。

力田病院 小野院長に話を伺いました。
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西区社会福祉大会＆
西区福祉まつり報告
西区社会福祉大会＆
西区福祉まつり報告

　「傷ついた子どもたちの実情と大人の責任」の演題で、弁護士の平谷優子さん
にご講演いただきました。
　現在の貧困は目に見えにくいことや、地域が子どもを見守り、変化に気づくこ
とが大きな支援になることを語っていただきました。地域の力が期待されている
ことを再確認しました。（写真右）
　記念式典では、以下の方々に表彰状を贈呈し、功績をたたえました（写真下）。

　当日は、雨の中の開催となり、屋外のコーナーは一時建物内で雨を
避ける場面もありましたが、午後には雨があがりました。ステージコー
ナー、バザーコーナー、相談コーナー、食事コーナー、喫茶コーナー、
体験コーナー、パネル・作品展示コーナー、それぞれ来場された方々と
交流されるなど、盛り上がりました。
　赤い羽根共同募金の募金箱を設置し、たくさんのご協力をいただき、
募金額は２４，７６４円となりました。ありがとうございました。

森下　和子様　　新田惠美子様　　長島美保子様　　力田ユミ子様
平野　尚一様　　梅本　智美様　　小口　夕子様　　藤田　雅則様
元宗　景美様　　旨森　誠治様　　岩井　龍海様　　垣原しのぶ様
（順不同）

㈱藤い屋、㈱御菓子所高木、㈱平安堂梅坪、広島海苔㈱、
丸徳海苔㈱、㈱山城屋、㈱モルテン、㈱マサモト、
わかもと製薬㈱、㈱ミカサ、ホテル広島サンプラザ、
㈱日進ブンセイ、㈱サンネット、㈱Taisei、
新広島ヤクルト販売㈱、匿名２社

抽選会景品提供ありがとうございました

「ポンポコ座」による獅子舞と太鼓

NPO法人ピピオ子どもセンター理事
弁護士 平谷優子さん

協賛企業（順不同・敬称略）

10
7土

第31回西区福祉まつり
～きんさい・みんさい・であいん祭～

同日開催しました！

抽選会の様子

西区地域福祉センターで開催し約５００人の参加がありました。ありがとうございました！

西区社会福祉大会
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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。

災害義援金にご協力をお願いします。

【受付終了】ご協力ありがとうございます

広島市西区共同募金委員会

１１月５日（日）開催の「西区民まつり」で、赤い羽根共同募金の
PRと募金活動を行いました。

平成２８年熊本地震災害義援金
（Ｈ２８年４月１８日～Ｈ３０年３月２８日）

※平成２９年４月１日～１０月３１日
　西区社会福祉協議会に設置の募金箱にて、３，３３０円をお預かりしました。

平成２９年７月５日からの大雨災害義援金（福岡県）
（Ｈ２９年７月１０日～Ｈ２９年１２月２８日）

《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同、敬称略、募集開始から１１月２０日の間の受付分
草津・庚午南地区社会福祉協議会　庚午地区社会福祉協議会
大芝地区社会福祉協議会　　　 井口明神学区社会福祉協議会
己斐上学区社会福祉協議会　　 山田地区社会福祉協議会
古田台学区社会福祉協議会　　 南観音学区社会福祉協議会
鈴が峰地区社会福祉協議会　　 観音学区社会福祉協議会
己斐学区社会福祉協議会　　　 己斐東学区社会福祉協議会
古田学区社会福祉協議会　　　 高須学区社会福祉協議会
三篠地区社会福祉協議会　　　 匿名１名

大分県豪雨災害義援金
（Ｈ２９年７月１０日～Ｈ２９年１２月２８日）

《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同、敬称略、募集開始から１１月２０日の間の受付分
草津・庚午南地区社会福祉協議会   庚午地区社会福祉協議会
大芝地区社会福祉協議会　　　　井口明神学区社会福祉協議会
己斐上学区社会福祉協議会　　　山田地区社会福祉協議会
古田台学区社会福祉協議会　　　南観音学区社会福祉協議会
鈴が峰地区社会福祉協議会　　　観音学区社会福祉協議会
己斐学区社会福祉協議会　　　　己斐東学区社会福祉協議会
古田学区社会福祉協議会　　　　高須学区社会福祉協議会
三篠地区社会福祉協議会　　　　匿名１名

台風１８号大分県災害義援金
（Ｈ２９年７月２７日～Ｈ２９年１２月２８日）

《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同、敬称略、募集開始から１１月２０日の間の受付分
男のつどい　大芝地区社会福祉協議会　匿名１名

秋田県大雨災害義援金（Ｈ２９年７月２７日～Ｈ２９年８月３１日）　
《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同、敬称略、募集開始から８月３１日の間の受付分
草津・庚午南地区社会福祉協議会　大芝地区社会福祉協議会　　井口明神学区社会福祉協議会　己斐上学区社会福祉協議会
山田地区社会福祉協議会　　　  古田台学区社会福祉協議会　南観音学区社会福祉協議会　  観音学区社会福祉協議会
己斐学区社会福祉協議会　　　  己斐東学区社会福祉協議会　庚午地区社会福祉協議会　　  高須学区社会福祉協議会
三篠地区社会福祉協議会　　　  匿名２名

お財布
から

コロ コロ コロッと
愛が生まれます！！

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。

＜ 賛 助 会 員 ＞ 

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。）

01350-9-16537郵便振替口座

ご加入いただくには ※何口でもご加入いただけます

　賛助会員　：1口=2,000円
特別賛助会員：1口=5,000円

個人対象個人対象
企業・団体など対象企業・団体など対象

ご寄付ありがとうございました
《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同（Ｈ２９年８月２１日～Ｈ２９年１１月２０日）

広島市西区内各郵便局  よかよか倶楽部  打越　勲　匿名１名
広島市内西区内各郵便局
（使用済み切手・使用済みカード・未使用切手・書き損じはがき等）
匿名（子ども用車椅子）  匿名（お米４０㎏）

※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。

一般寄付

物品寄付

打越　　勲　　菅原　　博　　一原　　寿　　平松　　亘
多田　克彦　　田部　晏彬　　桑野　栄子　　阪本　　貢
倉田　卓治　　豊島　祐子　　宮本　宣彰　　前野　道隆
河村　正志　　岡本　和三　　吉松　兼一　　小松孔二郎
平野千代子　　久保田蓋世　　國武訓扶衛

己斐東学区社会福祉協議会　　　医療法人光臨会荒木脳神経外科病院　 株式会社マリモ
庚午地区社会福祉協議会　　　　障害者生活支援センターてごーす　  高須学区社会福祉協議会
高須地区民生委員児童委員協議会　 天満地区民生委員児童委員協議会　　  三篠地区社会福祉協議会
三篠地区民生委員児童委員協議会　 福島地区民生委員児童委員協議会　  天満地区社会福祉協議会
草津・庚午南地区社会福祉協議会　 己斐学区社会福祉協議会　　　　    己斐上学区社会福祉協議会

＜特別賛助会員＞ 
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、敬称略（Ｈ２９年８月２１日～Ｈ２９年１１月２０日）

受付中の義援金

合計 ６４，２０１円

３８，１２７円募金額

和歌山県平成２９年台風第２１号災害義援金（Ｈ２９年１１月２日～Ｈ３０年１月３１日）
《寄付者・寄付団体ご芳名》※順不同、敬称略、募集開始から１１月２０日の間の受付分　 井口地区社会福祉協議会　匿名１名
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社会福祉法人　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

西
区
社
協・西
区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
は
こ
こ
で
す

至横川
至紙屋町

観音町電停福島
生協病院

100m道路
西観音町電停

西観音町
バス停

GS

ガスS

観音小学校

観音小学校前
バス停

旭橋入口
バス停

西区
地域福祉センター
4階

新己斐橋

至庚午

旭橋

福島町電停至己斐

国道2号線
至舟入

至広島ヘリポート

西区役所前
西区役所

太
田
川
放
水
路

西広
島バ
イパ
ス

2017（平成29年）.12

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

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

地域情報を
ホームページに
掲載しています！

弁護士無料法律相談

申し込み

平成３０年１月２７日（土）１３：３０～１７：００
西区地域福祉センター4階
（佐伯区民文化センター、廿日市市あいプラザ、
 サントピア大竹で同時開催）
①司法書士による無料セミナー
　１３：３０～１４：３０　※予約不要
②司法書士による個別無料相談会
　１４：３０～１７：００　※要予約
　相談時間１人５０分
広島司法書士会広島西支部　

●日　　時：
●場　　所：

●相談内容：

●主　　催：

参加者
募集

障害児者交流事業
～もちつき交流会～

広島市西区社会福祉協議会
申し込み

FAX.082-291-7096 FAX.082-291-7096TEL.082-294-0104

平成３０年１月１７日（水）１３：００～１６：００
西区地域福祉センター4階
弁護士による法律相談
親子関係、多重債務、破産、過払い金取り戻し、
土地のトラブル、離婚、相続、少年事件など
６人（1人３０分）
※要予約 ※先着順 ※西区居住の方優先

平成２９年１２月１３日（水）

●日　　時：
●場　　所：
●相談内容：

●定　　員：

●受付開始日：

広島市西区社会福祉協議会
申し込み

FAX.082-291-7096TEL.082-294-0104

くすのき総合事務所（担当：髙田）
申し込み

FAX.082-532-7734TEL.082-532-7733

広島市西区社会福祉協議会
申し込み

TEL.082-294-0104

地域活動担い手養成講座

司法書士 相続・成年後見相談会

あなたの力がまちを元気にする！

平成３０年２月３日（土）１１：００～１３：３０
おりづる作業所駐車場・夢トピア
３階地域交流スペース
（西区観音新町３丁目９－９）
１人２００円
エプロン・三角巾・室内用履物
約１００人
※保護者・ヘルパーさんと一緒にお申込みください。

平成３０年1月19日（金）

●日　　時：
●場　　所：

●参 加 費：
●持 参 物：
●定　　員：

●申込締切：

平成３０年１月１９日（金）～２月９日(金)
毎週金曜日《全４回》１０：００～１２：００
西区地域福祉センター4階
地域活動に関心がある方を対象に、高齢に
なっても住み慣れた地域で暮らし続けるために
どのような支援が必要なのかを
学んでいただきます。
２０人（定員になり次第終了）
無料

●日　　時：

●場　　所：
●内　　容：

●定　　員：
●参 加 費：

受付時間：月～金／９：００～１７：００

※高齢者いきいきポイント対象講座


