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平成３０年度ボランティア研修会

普通救急講習ご案内
～救急時に備えておきたい基本知識を学んでみませんか？～

過去の研修会の様子
2013 年の様子

日

時

６月２５日（月）

場

所

西区地域福祉センター ３階 大会議室

内

容

①座学（１時間） ②実技（２時間）※AED の使用方法も含む

対

象

ボランティアセンターに登録されている方、グループ

参 加 費

無料

定

30 名(先着順）

員

１３：３０～１６：３０

申込締切

６月１３日（水）

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、住所、連絡先をお知らせください。

そ の 他

修了証をお持ちの方は、当日ご持参ください。

共

西区ボランティアグループ連絡会

催

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

その① 有料老人ホーム「哲学堂 古江」 車いす介助ボランティアに参加して
4 月 4 日(水)午後から、入居者の皆さんと、植物公園に行ってきました。
楽しみは、大温室の「バオバブ」の木だそうです。
私は女性の車いすを押しながら、パンジー、チューリップを見たり、話をしながら、若干の坂道を進み大温
室でバオバブの特異な形にふたりでビックリ。その後もいろいろな花を見、良い散策ボランティアになったか
な？と思いながら帰ってきました。
た か や

井上 資也

その② フラワーフェスティバルのボランティアに参加して
今回、フラワーフェスティバルでわたがしのボランティアをさせていただきました。初めて食べ物の販売を手伝
わせてもらった私は、お客様全員が満足そうな顔をして帰っていったので、あまり緊張せず笑顔で楽しく接するこ
とができました。また来年もボランティアに参加したいです。
広島市古田中学校 中山茉咲

2 月 26 日(月)11：30～14：30
西区地域福祉センター３F 大会議室
参加者 66 名

落語劇の様子

「食事会＆交流会」に参加して
みょうがやど

ボランティア交流会に参加させていただき和やかな雰囲気の中で一緒に歌い、落語劇（茗荷宿）は大笑いで
喜んでくださって、楽しい時間はあっという間でした。また、目の不自由な方々と親しく接することができて
気付くことも多く、次の活動に繋げたいと思います。
音訳ボランティア まめの会

楽しいよ！

おもちゃ

古ハガキで作った玩具に熱中して、時間を忘れて遊ぶ高齢者や子ども…。それを見るとうれしくなって「今
度はもっとおもしろい物を…」と工夫する私…。だからボケるひまはない。工作ボランティアのおじさんと呼
んでくださるけど、本当は皆さんが私のボケ防止のボランティアなのかな？
まさのり

加藤 正矩
※児童館や高齢者施設などで活動されています。

よろしくお願いします

むらき

村木

かずお

一雄

なかむら

事務局長

中村

はじめまして。４月から西区社
協の事務局長に就任しました。西
区での勤務は人生初のことで、期
待と不安でいっぱいです。皆様方
からは、これまでと同様に西区社
協にご支援をいただき、時には厳
しく時には温かく関わりを持って
いただけたらと思います。
事務所へ立ち寄られた際はぜひ
お声をかけてください。よろしく
お願いいたします。

平成 30 年度

村木（事務局長）

ひろあき

浩章

主任

４月から主任となりました。
これまでは『かけはし』や『くら
しサポートセンター』など生活
相談業務を担当してきました。
西区では皆さんの活動を陰なが
らお手伝いさせていただきま
す。よろしくお願いします。

広島市西区社会福祉協議会事務局職員

中村
古川（主事）

（主任）

すえい

末井

広島に住むのも初めて、社協
も初めてでご迷惑をおかけする
ことが多いかと思います。一生懸
命頑張りますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

＜事務分担＞
村木

法人運営

中村

部会・委員会・計画・地区社協、

末井（主事）

大野

川口（主事）

岡手（臨時）

＊総合事業

＊貸付事務

末井

佐野（嘱託）

原田（臨時）

＊総合相談員

＊ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

信井（臨時）

敷地（臨時）

＊地域福祉

＊ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ

ｾﾝﾀｰ受付

地区社協、地域福祉センター
川口

総合事業

佐野

総合相談・かけはし

――――出入り口――――

（地区社協等）

（９：００～１５：４５)
原田

ボランティアコーディネーター

（８：３０～１７：１５)

受付

センターが全区に
設置されました。

かけはし、ガイドヘルパー、貸
付、緊急一時食品提供、高齢者、

相談支援員

市くらしサポート

経理・庶務、ひとり親、障害者
（すみれ）
、貸付、表彰

さっか

今年度より、広島

ボランティア、福祉教育、貸付、
児童、障害

主任相談支援員

＊くらサポ

理事会・評議員会

福祉大会

大野（主事）

角田（主事）

属 （嘱託）

主事

４月より社協に入職し、西区社
協に勤務させていただくことに
なりました。

古川

＊くらサポ

さやか

信井

地域福祉センター受付

敷地

ガイドヘルパー受付

岡手

貸付事務補助

お世 話 になりました

会議のお知らせ
眞田

幹雄 前事務局長 （現中区社会福祉協議会事務局長）

１年で異動となり、やり残したことは多く、語るべき言葉がご
ざいません。
３５年福祉業界にいて、１年で転職・転勤は３回目。来年、安
佐南に転勤すれば、広島市社協と８区社協を制覇した初めての社
協マンです。(五日市町社協を含め１０社協に在籍!!)
今回、主任も同時異動、皆様、新しい事務局をよろしくお願い
します。
安井

由起子 前主任 (現市社協くらしサポート係長）

西区社協で、平成２６年度～２９年度の４年勤務させていただ
きました。
平成２６年度は、ボランティア担当をさせていただき、ボラン
ティアの皆さんとお話する機会をいただきました。福祉まつり
で、ボランティアの皆さんが主体的に活動される姿が、素晴らし
いなと印象に残っています。
平成２７年度以降は担当が変わり、直接お話する機会は少なく
なりましたが、皆さんの活動される姿に、元気をもらうことも多
かったです。
４月からは、市社協生活支援課くらしサポート係になります。
くらしに困っている方の生活支援をする部署になります。
皆さま、４年間大変お世話になりました。またどこかでお会い
できるのを楽しみにしています。
和田

謙介 主事

(現市社協かけはし専門員）

平成３０年４月より西区社協から広島市社協生活支援課へ異
動となりました。
平成２８年４月入職し、西区に配属となり、仕事の要領を得ず、
関わってくださった皆様には大変ご迷惑をおかけしたと感じ、ま
た、感謝しております。
西区で皆様から受けたご指導を活かして今後も仕事に取り組
んで参ります。ありがとうございました。
原田

美登里 ボランティアコーディネーター

１４年間お世話になりました。この間、力不足のため十分な対
応ができなかったことは数えきれません。しかし、多くのボラン
ティアの皆さんの力で、その数に負けないくらい多種多様な支援
ができたのも事実です。
ボランティアに関わる仕事をする中で忘れてはならない大切
なことを知りました。それは、ボランティアを受ける人もする人
も「勇気」を出して相談に来られること、その勇気が「つながり」
を生んでいること。これまで多くの方々から実感として教えてい
ただいたこのことは、私の宝物です。この宝物をこれからの人生
で“活かせる人”になりたいと強く思っています。
皆さまの益々のご健康とご活躍をお祈りしています。
本当に、本当にありがとうございました。

第２回ボラ連・利用連合同会議
日時 ６月２５日(月)
１２：３０～１３：１０
場所 西区地域福祉センター
３階大会議室

助成情報
★太陽生命厚生財団
《ボランティアグループ等に行う助成》
対象：地域福祉活動を目的とする
ボランティアグループ、NPO
締切：平成３０年６月末
★大同生命厚生財団
《ボランティアへの助成》
対象：ボランティアの進行と社会福祉
向上に寄与している構成員の
８０％が６０歳以上
締切：平成３０年５月２５日（金）
＊詳細は、広島市社会福祉協議会のホー
ムページからも見ることができます。

編集雑記
「少年老い易く学成り難し

一寸の光

陰軽んずべからず」中国南宋時代朱子学
の祖の言葉ですが中学の先生から教わり
ました。言葉の調子は良いけど教訓じみ
てしっくりこないと当時は思っていまし
た。人生のカウントダウンに入った７３
けだ

歳の今は蓋 し名言であると思っていま
す。自分は一体何をして来たのか、これ
からは何をすべきなのか、時に考えるこ
とがあります。結局難しすぎて考えるの
を止めました。そこで、取り敢えず他人
に迷惑をかけないことと少し勇気をもっ
て新しいことに興味を持つこと。この二
つを今年の課題としました。 （K．D．
）
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）
Tel 294-0104

Fax 291-7096

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

