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子育て
オープンスペース

ピクニックひろば

～絵本の読みきかせ、
手遊びなどなど。
親子一緒に遊びましょう！～
「子ども大好き！」なボランティアが集まり運営しています。

“子育てオープンスペース”ってなあに？
安心して子どもを遊ばせる場がほしい
たくさんお友だちをつくりたい
● 子育ての情報交換をしたい
●

●場
所 西区地域福祉センター４階
●日
時 午前１０：００～１２：００
● 支援グループ わぃわぃサークル

●

平成３０年度開催予定
４月４日
（水）
／５月２日
（水）
／６月６日
（水）
／７月４日
（水）
８月１日
（水）
／９月５日
（水）
／１０月３日
（水）
／１１月７日
（水）
１２月５日
（水）
／１月９日
（水）
／２月６日
（水）
／３月６日
（水）

昼の部

●日

広島市西区社会福祉協議会

就労継続支援Ｂ型事業所ふたば

●内

TEL.082-533-7460

地域情報を
ホームページに
掲載しています！

広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-0104

●日

程：平成３０年 ５月１５日（火）～７月１７日（火）
毎週火曜日 全１０回
● 時 間：１３：３０～１５：３０
● 場 所：西区地域福祉センター ４階
● 参加費：１,０００円
（テキスト代ほか）
● 共 催：手話サークル麦、西区社会福祉協議会
● 定 員：２０人
（先着順）※定員になり次第締切
●日

程：平成３０年 ５月１１日（金）～７月１３日（金）
毎週金曜日 全１０回
● 時 間：１９：００～２０：４５
● 場 所：西区地域福祉センター ４階
● 参加費：１,０００円
（テキスト代ほか）
● 共 催：手話サークルクローバー、西区社会福祉協議会
● 定 員：２０人
（先着順）※定員になり次第締切

申し込み
問い合わせ

TEL.082-294-0104

ふたば
春風まつり
問い合わせ

夜の部

程：平成３０年 ５月１１日(金) ～６月２２日(金)
毎週金曜日 全７回
● 時 間：午前１０：００～１２：００
● 場 所：西区地域福祉センター ４階
● 参加費：７００円（テキスト代ほか）
● 主 催：西区社会福祉協議会
● 協 力：ひいらぎの会
（朗読・音訳ボランティアグループ）
● 定 員：２０人（先着順）※定員になり次第締切

●日
●場

問い合わせ

困った時はお互いさま
「助け合い♥やまた」

手話ボランティア入門講座

音訳ボランティア入門講座

申し込み
問い合わせ

第131号

子育て中の親と未就園児等が、気軽に参加できる
“親子の交流”の場が「オープンスペース」です。
※参加費無料・時間内であれば出入り自由

広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-0104

時：平成３０年４月２１日（土）１１
：００～１３：００（雨天決行）
所：就労継続支援Ｂ型事業所ふたば
（西区庚午南１丁目 32 ‒19 小松ビル１階）
＊駐車場なし
容：折鶴仕分け作業実演コーナー（参加可）
、
カレンダー原画展、
焼き菓子・ジャム販売、遊休品・手作り品バザー、
新鮮野菜の販売
＊事業所内を自由に見学できます。
【来場者プレゼント】ポップコーン（数に限りあり）

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。

今回は山田地区のボランティア活動「助け合い♥やまた」代表の安東善博さんやメンバーの方々にお
話を伺いました。「助け合い♥やまた」は、住民同士が思い合い、助け合う関係を築きたい、という願
いから平成２９年４月に発足された住民組織です。

「助け合い♥やまた」
の活動について教えてください
「助け合い♥やまた」では、ボランティアの精神を大切にした
いと、活動は無償（網戸の張替え等材料費は実費）です。受け付け
た依頼に対して、まずは現地を確認、登録している町民ボランティ
アで対応困難な場合には、専門業者の紹介等で対応しています。
発足後に行った活動は、草取り、家電修理、網戸の張替え、病
院の付添い、証明書の代理受領など多岐にわたります。
定期的な活動として、高齢世帯のゴミ出しを行っています。
家の前にゴミが置いていない場合には、自宅を訪問することで
見守り活動にも繋がっています。

今後の目標を教えてください
困りごとを気軽に相談できる場としての「助け合い♥やまた」
を地区の皆様に理解していただき、
「助け合い♥やまた」が地域
の思いやりの輪を広げるきっかけになるように活動に取り組んで
いきます。

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

「助け合い♥やまた」基本情報

■編集・発行
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

●庭の草取り活動

●相談受け付け

受付場所：ふれあいサロンやまた
（山田地区社会福祉協議会事務所）
山田新町二丁目 10-5
電話番号：082-942-5577
受付日時：第 1～第 4 月・木曜日 １０：００～１２：００
（祝日・盆・正月前後は休み）
※山田地区にお住まいの方が対象となります。

「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。
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ご存知ですか？

災害義援金にご協力をお願いします

相談
無料

福祉サービス利用援助事業
「かけはし」

お気軽に
ご相談ください。

認知症や知的障害、精神障害により判断能力の低下し
た方に、福祉サービスの利用や金銭管理のお手伝いを
することで、安心して在宅の日常生活が送れるサービ
スを行います。（相談は無料、サービスは有料）

受付：月曜日～金曜日（祝日除く）
９：00～15：45
専任の総合相談員が相談に応じ、問題解決の
お手伝いをします。来所でも電話でも応じます。

心配ごと相談
日常生活上の悩みごとや心配ごとの相談に応じます。
専門的なことは、関係機関を紹介します。

問い合わせ 広島市西区社会福祉協議会

車いすの 無料
貸し出しを
行っています

在宅訪問相談
高齢や障害や病気などにより出かけて相談することが
難しい方に、自宅を訪問して相談に応じます。
相談の内容によっては、司法書士、弁護士等の専門職
が自宅を訪問し、適切なアドバイスをいたします。（専
門職派遣の場合は初回相談のみ無料）

/ TEL.082-294-0104

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～Ｈ３０年３月３０日）【受付期間延長】

平成２８年熊本地震災害義援金
（Ｈ２８年４月１８日～Ｈ３１年３月３１日）

※募集期間（Ｈ３０年３月３１日まで）が延長と
なっています。

台風１８号大分県災害義援金

象：外出・通院などで一時的に車いすを必要とする方
間：原則２か月以内
＊西区内の地区（学区）社会福祉協議会でも車い
すの貸し出しを行っているところがあります。

問い合わせ 広島市西区社会福祉協議会

/ TEL.082-294-0104

地域福祉センターの利用について
福祉を目的とする市民の交流及び活動の場の提供により、
地域における市民の自主的な福祉活動を支援し、地域福
祉の増進を図るため、設置しています。
（広島市受託事業）
主にボランティアや福祉に関する会議・研修等の会場と
して利用していただいています。福祉目的以外でも有料
にてご利用いただける場合があります。ご希望の際には

※当初の募集期間（Ｈ２９年１２月２８日まで）が延長となっています。

【受付終了】ご協力ありがとうございました
大分県豪雨災害義援金（Ｈ２９年７月１０日～Ｈ２９年１２月２８日）
１５地区社会福祉協議会、個人 (１件 ) 及び募金箱への寄付により７４，９７９円をお預かりしました。

和歌山県平成２９年台風第２１号災害義援金

お問い合わせください。

５地区社会福祉協議会 ( 下記を含む )、個人 (１件 ) 及び募
金箱への寄付により２１，
６３５円をお預かりしました。
《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同 敬称略
平成２９年１１月２１日～平成３０年１月３１日の間の受付分

草津・庚午南地区社会福祉協議会
井口明神学区社会福祉協議会
高須学区社会福祉協議会
大芝地区社会福祉協議会

● 休 館 日：毎月第３日曜日、８月６日、年末年始
（１２月２９日から翌年１月３日まで）
● 開館時間：９：００～２１：００
● 申込方法：目的範囲内で使用する場合は 3 か月前から、
その他の場合は１か月前から受付

問い合わせ

広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-0104

家族の会では、日頃の悩みを語り合い、
認知症についての勉強会などを開催しています。
● 日 時：毎月第２水曜日 １３：００～１５：００
● 場 所：西区地域福祉センター ４階
● 内 容：情報交換・座談会・施設見学等

※男性介護者の方もお気軽にご参加ください。
広島市西区社会福祉協議会

問い合わせ

TEL.082-294-0104
西保健センター

TEL.082-294-6235

弁護士無料法律相談
●日
時：平成３０年４月１８日
（水）
１３:００～１６：００
所：西区地域福祉センター
●場
● 相談内容：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
事件等
員：６人（１人３０分）
●定
＊事前予約必要 ＊先着順 ＊西区居住の方優先
● 受付開始：平成３０年３月１２日（月）午前８：３０

広島市西区社会福祉協議会

申し込み

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

台風２１号三重県災害義援金

（Ｈ２９年１０月３１日～ H３０年１月３１日）

下記の 5 地区社会福祉協議会・個人及び募金箱への寄付に
より２１，
１３５円をお預かりしました。
《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同 敬称略
眞田 幹雄
井口地区社会福祉協議会
草津・庚午南地区社会福祉協議会
井口明神学区社会福祉協議会
高須学区社会福祉協議会
大芝地区社会福祉協議会

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。

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１１月２１日～Ｈ３０年２月２０日）
ご加入いた だくには

＜賛助会員＞

西区認知症の人と家族の会

※当初の募集期間（Ｈ２９年１２月２８日まで）が延長
となっています。

(Ｈ２９年７月２７日～Ｈ３０年３月３０日 )【受付期間延長】

（Ｈ２９年１１月２日～Ｈ３０年１月３１日）

●対
●期

受付中の義援金

岡峰 幸則

水戸川 旭

横尾

東

友一

横田みどり

秦

誠

山下 雅子

木村 文彦

杉原

治

右近 元昭

孝成

森重 静香
匿名９名

賛助会員

※何口でもご加入いただけます

： 一口＝2,000円 個人対象

特別賛助会員： 一口＝5,000円

郵便 振 替口座

企業・団体など対象

01350-9-16537

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）

＜特別賛助会員＞
西区認知症の人と家族の会

㈱井口不動産

社会福祉法人おりづる

山田地区社会福祉協議会

㈲よねさき
井口地区女性会

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１１月２１日～Ｈ３０年２月２０日）

一般寄付

久保田

正幸

南観音女性会

NPO法人広島鯉城断酒会

福島地区老人クラブ連合会

明るい社会づくり運動西区協議会

広島市西区老人クラブ連合会

匿名１名
物品寄付

匿名

子ども用衣類

※ご寄付、賛助会費ともに営利法人の場合は、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。

