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平成 29 年度

ボランティア交流会のご案内
今年も、会食をしながら顔の見える関係づくりができたらいいなという
思いを込め、交流会を開催します。
「顔は見かけてもなかなか声をかけられない」
「どんな活動があるの？」
そんな思いを解決するチャンスになるかもしれません。ボランティア同士
の手作りの交流会です。気軽にご参加ください。

日

時

2 月 26 日（月）

11:30～14:30

場

所

西区地域福祉センター 4 階 ボランティア研修室・会議室

内

容

①活動紹介 ②会食 ③交流（レクリエーション、朗読など）

対

象

ボランティア連絡会、利用者連絡会、登録ボランティア

参 加 費

300 円（弁当代の一部）※当日、受付にてお支払いください。

申込締切

2 月 16 日（金）※変更の際は 2 月 20 日（火）まで

申込方法

西区社会福祉協議会に電話、FAX、メールにて（申込先：本紙４ページ）
氏名、連絡先、活動内容をお知らせください。

共

催

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
西区社会福祉協議会

表彰おめでとうございます！
平成２９年度 厚生労働大臣功労賞をいただいて
私たち手話サークル「月の輪」は、昭和６１年に発足して以来、毎週月曜日の勉強会、井口公民館まつりへの参
加、手話初級講座の開催を続けて参りました。地域の介護施設、児童館へ手作りの紙芝居を持って手話の普及に
出かけたこともありました。
会員数は１７名。育児まっ盛りの年代から孫の子守り、老々介護に携わっている方々等、最高齢は８７歳の男性
と幅広い年代の会員が楽しく活動しています。
この度、私たちサークルを推挙していただいたこと、さらに立派な賞を授与していただいたことに感謝しますととも
に、気持ち新たに、今後とも地道な活動を続けていきたいと思います。
今後もご支援よろしくお願いします。
手話サークル 「月の輪」

手話サークル｢月の輪｣
年が明けた１月２９日(月)、井口公民館で活動している手話サークル｢月の輪｣を訪問しました。
この日１０人のメンバーの｢おはよう｣の手話が飛び交う中、着席。定例会がスタート。毎年｢初級講座(全５回)｣
を開催し、新たなメンバーを迎える努力も欠かさず、一番新しいメンバーは入って８か月だそうです。
メンバー以外のろう者を招き、クリスマス会や工場見学などの行事も企画していて、以前、ろう者を雇用して
いた工場見学に行った時の社内手話サークルとの交流は、とても楽しく印象深かったとのこと。定例会では体験
できない｢活きた手話｣「日常生活で必要なコミュニケーション能力」を身につけることができるのは、
「月の輪」
の魅力の一つと思いました。
これ以外にも、自分たちの手作り大型紙芝居は、毎年公民館まつりで披露されています。この日も２０作品あ
まりの中から一部を披露していただきました。
“ヒロシマ”を題材にしたものも多く、手話紙芝居を通して多く
の人たちに“ヒロシマ”の心を届ける活動もされています。
平成２６年に受賞したキワニス社会公益賞の賞金で、今までの活動のご褒美とこれからの活動の活力にと作ら
れたお揃いのオリジナルポロシャツも拝見しました。
このようなひとつひとつの積み重ねが３０年の活動と、今回の栄えある厚生労働大臣功労賞に繋がっているこ
とを確信した取材でした。取材中にカルタや伝言ゲームにも参加し、戸外の寒さとは反対に、かなりヒートアッ
プしたひとときを過ごしました。(楽しかった！)
週１回の貴重な時間に心よく取材に応じていただき、手話サークル｢月の輪｣の皆さま、本当にありがとうござ
いました。
西ボラ･かわらばん編集委員

定例会の様子

活動報告
「スペースこむぎ」のボランティア

「スペースこむぎ」でのボランティア活動は、
毎週金曜日の夕方、食事の配膳、片づけ、子ど
もたちの遊び相手などがあります。

私がボランティア活動に参加したきっかけは、とある番組で紹介していた国の人々が、様々なボランティア活動を
通してとても豊かな気持ちで暮らしを楽しむ姿をみて、関心を持ったからです。
今まで自主的に活動したことのない私でしたが、気づけば、どこでボランティアができるかを探していました。西区
社協の方々のご協力を得て、「スペースこむぎ」の活動が決まり、いざ当日。子どもたちの人懐っこさと温かい職員
の方々に、緊張もほぐれ楽しく交流の時を過ごすことができ、勇気を出して良かったと感じました。
これからも、できることから無理をしないでボランティア活動を続けていきたいと思います。
Y．H．

ノートルダム清心高校では、毎年２年生が車いすユーザーに関する学習をしています。
今回、この学習を終えた NDA 委員会（ボランティア）の二人の生徒が「もっと車いすユーザーの方と交流したい」と
ボランティアセンターを訪れてくれました。ちょうど車いすユーザーの会「こでまりの会」が１月７日（日）に新年会を
企画していたのでマッチングできました。
「当日のお二人の思いは・・・」ということで声を寄せていただきました。
今回初めて、｢こでまりの会｣に参加させていただきました。
ビンゴ大会や、皆さんのお話を聞くことを通じて、車いすユーザーの方々のことを知
ることができ、私にとって貴重な体験ができました。
また機会があれば、よろしくお願いします。
Ｎさん
先日は「こでまりの会」の新年会に参加させていただき、ありがとうございました。
ビンゴゲームやお話を皆さんとしていくうちに皆さんの優しさで心が一杯になりました。
また、この会をより一層活発にするため、お花見やビアガーデン、クリスマス会などの
楽しい行事がたくさんあることを知り、本当にすばらしい会だと思いました。
私たちの学校の委員会でも、もっと車いすの方々と寄り添えるよう精一杯学んでいこう
と思いますので、これからもよろしくお願いします。
Ｓさん

平成２９年度障害児交流事業『もちつき交流会』

２月３日(土)１１：００～１３：００
おりづる作業所･夢トピアにて 参加者

１７０名

今年のもちつき交流会で私たち父母の会が担当したあべかわ･きなこもちコーナーでは、高校生、大学生の可
愛いお嬢さんたちがボランティアとして参加してくれました。寒い中、朝は準備の手伝い、会が始まってからは、
お皿やコップなどをセットして参加者に渡す活動など頑張ってくれました。笑顔いっぱいで、積極的に動いてく
れた４人には感謝の気持ちでいっぱいです。笑顔で接してもらうことで、障害のある人たちもよりリラックスし
て楽しむことができます。４人の笑顔に感謝!!
西区心身障害児者父母の会

Ｎさん

講座の予告

会議のお知らせ

音訳ボランティア入門講座
日時
5 月 11 日（金）～6 月 22 日（金） 毎週金曜日
10:00～12:00
全７回
場所
西区地域福祉センター
講師
NHK カルチャー講師 網本えり子氏
定員
20 名（定員になり次第締切）
参加費 700 円（テキスト代他）
協力
ひいらぎの会（音訳・朗読ボランティアグループ）
手話ボランティア入門講座（昼の部①、夜の部②）
日時
①5 月 15 日(火)～7 月 17 日(火) 毎週火曜日
13:30～15:30
全 10 回
②5 月 11 日(金)～7 月 13 日(金) 毎週金曜日
19:00～20:45
全 10 回
場所
西区地域福祉センター
定員
20 名（定員になり次第締切）
参加費 1,000 円（テキスト代として）
共催
①手話サークル「麦」
②手話サークル「クローバー」

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 西区地域福祉センター
４階ボランティア研修室 会議室

イベント情報
ふたば春風まつり
ふたばのこと、メンバーのお仕事などを知ってもらい
たいと毎年「春風まつり」を開催しています。
お気軽にお越しください。
日時
4 月 21 日（土）11:00～13:00
（雨天決行）
場所 就労継続支援 B 型事業所ふたば
【庚午南 1-32-19 小松ビル１階 ☎533-7460】
内容 折り鶴仕分け作業実演コーナー、カレンダー原画
展、焼き菓子・ジャム販売、遊休品・手作り作品
バザー、新鮮やさいの販売、
ポップコーン（来場者プレゼント※数に限り有）
主催 就労継続支援 B 型事業所ふたば
＊アクセス 広電古江電停徒歩８分
広島バス庚午住宅入口バス停徒歩５分

☆ボランティアグループ連絡会及び
ボランティアセンター利用者連絡会の
登録について（お願い）
2 月開催のボラ連・利用連の合同会議
の際に配布する登録申請書をご記入いた
だき、4 月末までに提出してください。
ご協力お願いします。
※ボランティアグル―プ連絡会の登録申
請には、名簿の添付をお願いします。

編集雑記
昨年 11 月より「西ボラ・かわらば
ん」の編集のお手伝いをすることになり
ました。どきどきしながら出席した初め
ての編集会議は、とても和やかで楽しか
ったです。誤字や脱字のチェックをしな
がら、編集委員の皆さんの貴重なお話を
聞くことができました。長年の経験に裏
打ちされた意見やボランティア活動への
深い思いに触れて、今まで知らなかった
世界に私は一歩踏み出したのだなあとし
みじみと感じました。みなさんにひとつ
ひとつ教わりながら、頑張ろうと思いま
す。
春は出会いの季節。ボランティアや編
集に興味のある方、初めの一歩を踏み出
してみませんか？お待ちしています。
（M．N．
）

平成３０年度ボランティア活動保険の更新のお知らせ
現在加入されているボランティア活動保険の補償期間が 3 月
31 日で終了となります。平成３０年４月 1 日からの補償のた
め、3 月 1 日より更新の手続きをお願いします。
保険料の変更はありませんが、補償内容に一部変更がありま
す。詳しい内容については、加入の際にご確認ください。
＊保険料
Ａプラン
３５０円
Ｂプラン

５１０円

天災Ａプラン ５００円
天災Ｂプラン ７１０円

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

