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ボランティアセンター通信

中区地域福祉センター

NHK 白神社

広島市役所

市役所前電停

市役所前バス停

大手町四丁目バス停

平 和 大 通り

国 道 2 号 線

1階左側エントランス1の
エレベーターで5階です

申し込み
問い合わせ

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会/ボランティアセンター

naka@shakyohiroshima-city.or.jp http：//shakyo-hiroshima.jp/naka/

〒730-0051 広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル5階
TEL.082-249-3114　FAX.082-242-1956

介護保険法の改正により平成29年4月からスタートした
新しい事業で、これまでの介護事業者によるサービス提供
に加えて、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住
民等の多様な主体が、高齢者の介護予防活動をはじめ、多
様なサービスを提供することで、地域で支え合う体制づくり
を推進するものです。

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会／平成30年7月 発行
〒730-0051 広島市中区大手町4丁目1番1号  大手町平和ビル5階  Tel.082-249-3114  FAX.082-242-1956  Eメール naka@shakyohiroshima-city.or.jp

「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」を
利用して自立した生活を続けましょう！

白島地区老人クラブ連合会

白島町内会区域を対象。

ふれ愛・たすけ愛・プロジェクトC

中区域を対象。

ボランティアグループ フレンズ

基町小学校区域・江波中学校区域を対象。

支援内容 家の掃除や草とり、ゴミ出し、
買い物の付き添いなど

利用
できる方

要支援1・2の人や、基本チェックリストにより
生活機能の低下がみられた人。

定期的な会合で、

情報交換中。

夕方は雨の
予報だから、水量に注意！！

ボランティアに関心のある方、何かはじめてみたいと考
えている方、ボランティア広場に参加
してみませんか？
子どもたちと遊んだり、高齢者との
触れ合い、お祭り等や行事のお手伝
いなど活動先は様々です。お一人で
も、お友達同士でも大歓迎！ご参加
をお待ちしています！

  参加者大募集中！

月
7月

8月

９月

10月

11月
12月
2月

日　時 内　容 場　所
7月14日（土）9:30～12:00
8月2日（木）10:00～12:00
8月24日（金）11:00～15:30
8月下旬  9:00～15:00
9月14日（金）13:30～15:00

10月27日（土）9:00～15:30

11月10日（土）11:00～16:00
12月下旬  9:00～15:00
2月9日（土）10:00～12:00

※受付終了
※受付終了
袋町児童館
メディカル・ケアセンター絆
基町小学校

中区地域福祉センター

袋町児童館
メディカル・ケアセンター絆
中区地域福祉センター

¡ミニ運動会（障がいのある子どもたちと遊ぼう）
¡レクリエーション  児童館での活動にむけて
¡児童館であそぼう（子どもたちとレクを楽しもう）
¡高齢者施設の夏まつり（高齢者施設での行事のお手伝い）
¡敬老会でのお手伝い（高齢者・児童との交流）

¡なかくボランティアまつり
　（福祉体験、あそびコーナー等のお手伝い）

¡児童館まつり（児童館での行事のお手伝い）
¡もちつき（高齢者施設での行事のお手伝い）
¡活動報告集をつくろう（1年間の活動を振り返ろう）

※上記の活動日時、内容等は変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※参加は随時受付をしています。電話、FAX、Eメールでお申込みください。

中学生・高校生・専門学校生・大学生等の25歳までの方
（住所は問いません）
350円（ボランティア活動保険代として） 
※この他に一部実費をいただく場合もあります

対　象

参加費

今年も中区地域福祉センターを会場に「なか
くボランティアまつり」を開催します！
内容については現在企画中ですが、ステージ
発表や福祉体験コーナーなど盛りだくさんの
予定です！ご参加をお待ちしています♪

※バザー物品に関する問い合わせは、中区社会福祉協議会までお願い
いたします。

※バザーの収益金は、ボランティア活動推進のため、大切に使わせてい
ただきます。

◆お願い◆ バザー物品の提供を受け付けております。

平成30年10月27日（土） 10:00～14:30（予定）
中区地域福祉センター5階 ほか

日 時

場 所

聴覚障がい者との大事なコミュニケーションの
手段である「手話」。その生き生きとした表現方
法を私たちと一緒に学んでみませんか？第22回 なかくボランティアまつり開催！第22回 なかくボランティアまつり開催！

手話入門講座のご案内手話入門講座のご案内

主　 催 手話サークルあすなろ
開催日時 平成30年9月12日（水）～11月28日（水）

全12回　毎週水曜日 19時～20時45分
開催場所 中区地域福祉センター　大会議室
募集人数 30名程度

（募集人数を超えた場合は抽選となります）
参加費用 2,000円（テキスト代・資料代として）

申込締切 9月7日（金）必着

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話（携帯）
番号・職業を記入の上、申込みください。

〒730-0051
広島市中区大手町4丁目1－1大手町平和ビル5階
中区社会福祉協議会「手話入門講座」係
TEL：082－249－3114　FAX：082－242－1956

申
込
先

※「住民主体型生活支援訪問サービス」とは、地域団体等が、ちょっとした
支援があれば、自宅で自立した生活を送ることが出来る要支援者等に、
生活の支援・援助を行うサービスのことです。

中区の

「住民主
体型生活

支援訪問
サービス

」

実施３団
体

中区の

「住民主
体型生活

支援訪問
サービス

」

実施３団
体

良いお手伝いが

出来るよう、会員同士で

研修しています。

●住民主体型生活支訪問サービス



32

あなたのまちの

元気さん
第16回 あなたのまちの

元気さん 紹介

どのような活動をされていま
すか？
子どもたちにおなかいっぱい食べ

てもらい、そして喜んでもらえたらと
いう思いから、毎月第４土曜日9：00
～13：00  吉島公民館で「こども食堂
よしじま」を開いています。
吉島小学校の児童なら誰でも無料

で参加できます。主にカレー、サラダ、
デザートを作って食べますが、豚汁
やちらし寿司、ハンバーグのときもあ
ります。工作をしたり、本を読んだり、
宿題をする時間もあり、教えてくれる
ボランティアさんもいます。
開始時間に遅れても、ご飯を食べ

に来るだけでもかまいません。子ども
を笑顔にするおいしい食事を心をこ
めて作っています。

今の活動をはじめられたきっ
かけはなんですか？
平成29年７月に民生委員・児童委

員協議会で松江市に視察に行った際
に、現地の子ども食堂の話しを聞き、
大いに感銘を受けて、吉島地区でも

是非やりたい！という
思いで、地区の全民生
委員11人とボランティ
ア３名でわずか１か月
で立ち上げました。

活動は何年目になりますか？
平成29年８月に始めたので、もうす

ぐ１年になります。
これまで、中止した月はなく、毎月

開いています。

活動をしていて嬉しかったこ
とを教えてください。
「おいしいね！おいしいね！」と笑
顔で何回も言ってくれて、「おいしい
食事は心を満たし、子どもを元気に
する」と実感するときです。

活動する中で心掛けているこ
とはありますか？
衛生面には特に注意しています。

マスク、手袋は必ず着用し、また、ア
レルギーの子どもへの対応にも気を

つけています。
その他にも、誰でも来ていいことを

アピールするために吉島小学校の児
童には広く平等に声をかけています。

活動を続けるコツはなんですか？
学校や公民館、児童館、ボラン

ティアを含めた地域の方々、そして食
品を提供していただく「あいあいねっ
と」さんの協力と、子どもたちの「次
も行くね」の声があればこそ続けられ
ると思います。

その他に、参加している活動
などがあれば教えてください。
民生委員として33年活動していま

す。民生委員活動として未就園児の
子育て支援を月１回吉島公民館でし
ています。他にも、月２回第２・４金
曜日に「吉島サロン」が開かれるので、
いきいき百歳体操やおしゃべりを楽し
んでいます。

最後に、今後の目標や抱負を
お願いします！
来たくても来れない子どもがいな

くなるように、そして、これまで参加
したことのない子どもにもたくさん来
てもらい、子ども
の笑顔を増やし
ていきたいです。

 ありがとうございました。

一口（年間）3,000円

931口 2,806,400円

7,498,881円

賛助会にご加入お願いいたします

～地域の福祉活動費として還元されます～
本会では住み慣れた地域で安心して暮らしていける

「福祉のまちづくり」の実現に取り組んでいます。
お寄せいただきました賛助会費のうち、1/2は地区

（学区）社協が行っている「ふれあい・いきいきサロン」
などの地域に密着した活動に、もう1/2は本会が行って
いるボランティア活動の推進などの福祉事業に活用さ
せていただいています。

平成29年度、広島市中区共同募金委員会では、「自分
の町を良くするしくみ」をスローガンに募金活動を実施し、
総額7,498,881円の募金をいただきました。
お寄せいただきました募金は、子ども
や障がいのある方、高齢者等の交流活動
など、みなさんの住むまちの地域福祉活
動に活かされます。

【加入方法】
個人、団体、企業様等どなたでもご加入いただけます。
●払込手数料不要の払込取扱票がありますので、お住まいの
地区の社協役員または、本会（249-3114）までご連絡お
願いいたします。

昨年度は皆さまのご協力とご理解により、多くの方にご加入
いただくことができました。ご協力いただきました皆さまに深
く感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございました。

会 費

平成29年度 賛助会費実績額

平成29年度 共同募金実績額

［内訳］ 戸別募金／ 5,321,520円
街頭募金／　　42,671円
法人募金／ 1,503,055円

職域募金／ 550,923円
その他　／　80,712円

あたたかいご寄附をありがとうございました。皆様からの
ご寄附は、福祉のまちづくりの推進のために、大切に使わ
せていただきます。
 （平成30年3月1日～平成30年5月31日現在）
【一般寄附】泉谷  悦子 様／匿名 4件
【物品寄附】米　匿名 2件

寄
附

平成29年度に策定した地域福祉活動第7次3か年計画（平成30～32年度）に基づき「めざします  住んで
良かった  このまちに」をスローガンに活動を進めます。
中区の地域福祉を推進するため、多様な民間団体と社協・行政の連携を大切にし、町内会・自治会や地

区・学区といった小さなエリアから区域までのそれぞれの活動を支援・推進していきます。
第7次計画では、福祉のまちづくりをすすめる活動の推進、多様な市民活動の応援、一人ひとりの暮らしを

受け止め・支えながら、本会の活動基盤を強化することとしています。

【支出】
（合計 89,331,000円）

企画・広報事業
766,000円

【収入】
（合計 89,331,000円）

補助金収入
57,601,000円

寄附金収入
500,000円

受託金収入
11,696,000円

部会委員会事業
49,000円

権利擁護
153,000円

受託事業
6,031,000円

貸付事業
1,897,000円

予備費支出
850,000円

事業収入等
352,000円

財団助成等
補助金収入
500,000円

共同募金配分金収入
4,195,000円

繰越金
6,216,000円

サービス区分間
繰入金収入
5,171,000円 広島市中区

地域福祉センター
指定管理事業
5,665,000円

地区社協
育成事業
8,552,000円

福祉推進事業
1,386,000円

ボランティアセンター活動
6,453,000円

会費収入
3,100,000円

平成30年度  事業計画平成30年度  事業計画

平成30年度  予 算平成30年度  予 算

法人運営事業
57,529,000円

こども食堂よしじま

代表

岡山 ユリコさん

今回の元気さん
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補助金収入
57,601,000円

寄附金収入
500,000円

受託金収入
11,696,000円

部会委員会事業
49,000円

権利擁護
153,000円

受託事業
6,031,000円

貸付事業
1,897,000円

予備費支出
850,000円

事業収入等
352,000円

財団助成等
補助金収入
500,000円

共同募金配分金収入
4,195,000円

繰越金
6,216,000円

サービス区分間
繰入金収入
5,171,000円 広島市中区

地域福祉センター
指定管理事業
5,665,000円

地区社協
育成事業
8,552,000円

福祉推進事業
1,386,000円

ボランティアセンター活動
6,453,000円

会費収入
3,100,000円

平成30年度  事業計画平成30年度  事業計画

平成30年度  予 算平成30年度  予 算

法人運営事業
57,529,000円

こども食堂よしじま

代表

岡山 ユリコさん

今回の元気さん
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この広報誌は共同募金の配分金により作成しました。

94No.

ボランティアセンター通信

中区地域福祉センター

NHK 白神社

広島市役所

市役所前電停

市役所前バス停

大手町四丁目バス停

平 和 大 通り

国 道 2 号 線

1階左側エントランス1の
エレベーターで5階です

申し込み
問い合わせ

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会/ボランティアセンター

naka@shakyohiroshima-city.or.jp http：//shakyo-hiroshima.jp/naka/

〒730-0051 広島市中区大手町4-1-1 大手町平和ビル5階
TEL.082-249-3114　FAX.082-242-1956

介護保険法の改正により平成29年4月からスタートした
新しい事業で、これまでの介護事業者によるサービス提供
に加えて、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住
民等の多様な主体が、高齢者の介護予防活動をはじめ、多
様なサービスを提供することで、地域で支え合う体制づくり
を推進するものです。

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会／平成30年7月 発行
〒730-0051 広島市中区大手町4丁目1番1号  大手町平和ビル5階  Tel.082-249-3114  FAX.082-242-1956  Eメール naka@shakyohiroshima-city.or.jp

「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」を
利用して自立した生活を続けましょう！

白島地区老人クラブ連合会

白島町内会区域を対象。

ふれ愛・たすけ愛・プロジェクトC

中区域を対象。

ボランティアグループ フレンズ

基町小学校区域・江波中学校区域を対象。

支援内容 家の掃除や草とり、ゴミ出し、
買い物の付き添いなど

利用
できる方

要支援1・2の人や、基本チェックリストにより
生活機能の低下がみられた人。

定期的な会合で、

情報交換中。

夕方は雨の
予報だから、水量に注意！！

ボランティアに関心のある方、何かはじめてみたいと考
えている方、ボランティア広場に参加
してみませんか？
子どもたちと遊んだり、高齢者との

触れ合い、お祭り等や行事のお手伝
いなど活動先は様々です。お一人で
も、お友達同士でも大歓迎！ご参加
をお待ちしています！

  参加者大募集中！

月
7月

8月

９月

10月

11月
12月
2月

日　時 内　容 場　所
7月14日（土）9:30～12:00
8月2日（木）10:00～12:00
8月24日（金）11:00～15:30
8月下旬  9:00～15:00
9月14日（金）13:30～15:00

10月27日（土）9:00～15:30

11月10日（土）11:00～16:00
12月下旬  9:00～15:00
2月9日（土）10:00～12:00

※受付終了
※受付終了
袋町児童館
メディカル・ケアセンター絆
基町小学校

中区地域福祉センター

袋町児童館
メディカル・ケアセンター絆
中区地域福祉センター

¡ミニ運動会（障がいのある子どもたちと遊ぼう）
¡レクリエーション  児童館での活動にむけて
¡児童館であそぼう（子どもたちとレクを楽しもう）
¡高齢者施設の夏まつり（高齢者施設での行事のお手伝い）
¡敬老会でのお手伝い（高齢者・児童との交流）

¡なかくボランティアまつり
　（福祉体験、あそびコーナー等のお手伝い）

¡児童館まつり（児童館での行事のお手伝い）
¡もちつき（高齢者施設での行事のお手伝い）
¡活動報告集をつくろう（1年間の活動を振り返ろう）

※上記の活動日時、内容等は変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※参加は随時受付をしています。電話、FAX、Eメールでお申込みください。

中学生・高校生・専門学校生・大学生等の25歳までの方
（住所は問いません）
350円（ボランティア活動保険代として） 
※この他に一部実費をいただく場合もあります

対　象

参加費

今年も中区地域福祉センターを会場に「なか
くボランティアまつり」を開催します！
内容については現在企画中ですが、ステージ
発表や福祉体験コーナーなど盛りだくさんの
予定です！ご参加をお待ちしています♪

※バザー物品に関する問い合わせは、中区社会福祉協議会までお願い
いたします。

※バザーの収益金は、ボランティア活動推進のため、大切に使わせてい
ただきます。

◆お願い◆ バザー物品の提供を受け付けております。

平成30年10月27日（土） 10:00～14:30（予定）
中区地域福祉センター5階 ほか

日 時

場 所

聴覚障がい者との大事なコミュニケーションの
手段である「手話」。その生き生きとした表現方
法を私たちと一緒に学んでみませんか？第22回 なかくボランティアまつり開催！第22回 なかくボランティアまつり開催！

手話入門講座のご案内手話入門講座のご案内

主　 催 手話サークルあすなろ
開催日時 平成30年9月12日（水）～11月28日（水）

全12回　毎週水曜日 19時～20時45分
開催場所 中区地域福祉センター　大会議室
募集人数 30名程度

（募集人数を超えた場合は抽選となります）
参加費用 2,000円（テキスト代・資料代として）

申込締切 9月7日（金）必着

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話（携帯）
番号・職業を記入の上、申込みください。

〒730-0051
広島市中区大手町4丁目1－1大手町平和ビル5階
中区社会福祉協議会「手話入門講座」係
TEL：082－249－3114　FAX：082－242－1956

申
込
先

※「住民主体型生活支援訪問サービス」とは、地域団体等が、ちょっとした
支援があれば、自宅で自立した生活を送ることが出来る要支援者等に、
生活の支援・援助を行うサービスのことです。

中区の

「住民主
体型生活

支援訪問
サービス

」

実施３団
体

中区の

「住民主
体型生活

支援訪問
サービス

」

実施３団
体

良いお手伝いが

出来るよう、会員同士で

研修しています。

●住民主体型生活支訪問サービス


