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被災された方の自宅に
地区社協役員と社協職員が一緒になって

訪問し状況の確認を行いました
学生さんも夏休みを利用して

ボランティアに参加してくださいました

地域の方々もボランティアスタッフとして
災害ボランティアセンターの運営をしてくださいました

この広報誌は共同募金の配分金により作成しました。
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平成30年7月広島県豪雨災害義援金とボランティア支援金のお知らせ

平成30年7月5日からの豪雨により、西日本において甚大な被害が発生しました。
広島県内においても、大規模な土砂災害、道路の寸断等が発生し、多数の死者および行方不明者が出ており、
また、家屋の損壊も多数発生しています。社協では住民や他団体と連携し、被災者への支援活動を行うとともに、
義援金や支援金のご協力のお願いをしています。

被災者の生活再建を支えるために、平等に直接現金で分配されます。
広島県共同募金会などが集めています。
◆募集期間　平成30年7月12日～平成30年12月28日
◆受付方法　口座振込み、もしくはご持参ください。　

①口座振込みの場合　　　　　　

＊いずれも口座名義は　社会福祉法人　広島県共同募金会です。
＊上記金融機関窓口での振込み手数料は無料です。ATMおよびインターネットバンキングを利用しての振込手
数料は有料となります。

②持参の場合　　広島市中区社会福祉協議会までご持参ください。

広島県豪雨災害義援金

広島市社会福祉協議会は、災害被災地への緊急的・広域的な支援活動に対応するために、東区、南区、安佐
北区および安芸区に災害ボランティアセンターが開設されました。活動資器材の調達やボランティアの被災地へ
の輸送等に相当の経費がかかっており、支援金を募っています。

ボランティア支援金

この地震による被災者支援を目的として、義援金の募集を行っています。
※手続き等は、中区社会福祉協議会までお問合せいただくか、広島市社会福祉協議会のホームページをご覧
ください。

北海道胆振東部地震による災害義援金

広島銀行
もみじ銀行
ゆうちょ銀行
広島県信用農業協同組合連合会
広島信用金庫

三川町支店
昭和町支店

本所
鷹野橋千田支店

普通  0620947　　
普通  3013155
00960-5-237139
普通  0004791
普通  0473663  

＊義援金や寄付金集めを装った詐欺が発生しています。訪問による集金はありませんのでご注意ください！

この度、7月豪雨の影響により各地では土砂災害が発生し甚大な被害をもたらしました。広島県下でも市町の半数
が被災し、市内では東区・南区・安佐北区・安芸区が河川の氾濫・土砂災害に襲われました。
豪雨災害の被害に遭われた方々へ心よりお見舞いとお悔やみ申し上げます。また、亡くなられた方々のご冥福を

お祈りし、被害の遭われた皆さまの救済と被災地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
中区社会福祉協議会では、このような状況の中「なかくボランティアまつり」を実施すべきか、関係

団体と検討したところ、平成30年10月27日（土）に予定しておりました「なかくボランティアまつり」は、
豪雨災害の影響が甚大であること等に鑑み、中止とさせていただきましたことをお知らせいたします。
本年度の「なかくボランティアまつり」を中止につきましては、十分ご理解いただきますとともに、

今後とも、中区のボランティア活動推進にご支援賜りますようお願い申し上げます。

第22回なかくボランティアまつり中止のお知らせ

地区社協活動 × 災害ボランティアセンター
～被災者に寄り添う復興支援～
地区社協活動 × 災害ボランティアセンター
～被災者に寄り添う復興支援～

この度の豪雨災害
で安芸区中野地区で
も多くの方々が被災
し、土砂かきや後片
付けに、県内外や地
元のボランティアの
方々による支援が
『安芸区災害ボラン
ティアセンター中野
サテライト』を通じ

て行われました。
7月14日から9月2日までの39日間（台風等のため休

止した日にちを除く）にわたり、200件の支援依頼を
延3，715名のボランティアとともに取り組みました
（平成30年9月2日現在）。
中野地区社協では被災された方に少しでも寄り添い

ながら、一日でも早く元の生活に立ち返ってもらいた
いという思いから、これまでの地域活動や関係団体等
とのネットワークを最大限に活かし、
中野サテライトの運営（被災者への
ニーズ調査やボランティアの送り出
し、資機材管理など）に携わりまし
た。
訪問した先々で「家族だけでは片

づけがはかどらず、途方に暮れてい
たが、地区社協の方がボランティア
さんの調整のために訪問してくれた

ので安心して
頼めた。当日
は大勢のボラ
ンティアさん
が来てくれて
本当にありが
たかった」と
いう声が多々
ありました。
中野地区社

協の役員さんが「日ごろから顔の見える『つながり』を
大事にして、22町内会それぞれにサロンや見守り活動
に取り組んでいる。日ごろの『つながり』が今回は大き
く役立った。でもしんどかったよのぉ～」と閉所時にし
みじみと語っておられました。
また、中野サテライトの運営には県外の社協職員に

よる応援もありましたが「サテライト運営にここまで
地区社協の方々が関わっているのは初めてだ。」と驚

きと地区社協活動の充実ぶりに感
嘆の声が多々ありました。

中野サテライトのボランティア活動者数

2,378人

その他
ボランティア

797人
地元ボランティア

2,378人

その他
ボランティア

797人
地元ボランティア

中野地区
社協

からの

レポート
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※ソール（靴底）にパーカッション（打楽器）をつけ音楽に合わせて
　色々な足踏みをすることです。

「笑顔ではじめて、笑顔で終わろう！」「笑顔ではじめて、笑顔で終わろう！」

【支出】（合計 64,923,866円）

福祉推進事業
1,032,565円

多山報恩会助成金
500,000円
参加費収入等
350,138円

【収入】（合計 70,865,199円）

市補助金
42,374,606円

市受託金
5,618,309円

共同募金配分金
4,320,609円

地区社協育成事業
7,122,151円

貸付事業
1,812,000円

受託事業
6,102,166円

賛助会費等
3,106,400円

経理区分間繰入金
2,137,582円 寄付金収入

135,700円
繰越金
6,219,689円

ボランティアセンター
活動事業
4,553,155円

権利擁護事業
153,000円

市社協受託金
6,102,166円

法人運営事業
44,148,829円

平成29年度 決算

次年度への繰越▶ 5,941,333円 （災害準備金 1,000,000円を含む）

西白島南町内会  サロン友和会
「笑顔ではじめて、笑顔で終わろう！」「笑顔ではじめて、笑顔で終わろう！」

「初めは挨拶程度だったのに、1年経った今は雰囲
気もずいぶん明るくなったんですよ。」
世話人の方が言われるように、30度を越える暑さ
のこの日も、開始時間を前に約30名の方々が「暑い
ね～。」と言いながら、談笑されていました。（90代
がなんと4人！！）
「西白島南町内会　サロン友和会」では、毎週木曜
日の午前中に、白島集会所で「いきいき百歳体操」を
行いながら、月1回はソールパーカッション※や栄養
士による講演等を実施することで、住民同士が顔を
合わせて、なじみの関係を作っていく通いの場と
なっています。

また「介護予防活
動の場」以外にも、
「地域での見守り活
動の場」という側面
もあります。例えば、
欠席者がいれば、普

段から仲の良い参加者や幟町地域包括支援センター
等が近況を確認するという何気ない見守りを行うこ
とで、「体調によっては毎回参加できないかも」という
方でも気軽に参加できる雰囲気づくりを行っていま
す。最近では親の介護でバタバタしている方を「息抜
きと思って来てみたら？」と誘って、後日その親と一
緒に参加されるようになったり、緊張しながら参加さ
れていた方が化粧をしてイキイキとした表情で参加
されるようになったなど、地域で困っている方が笑顔
になれる場所になっています。
サロン終了後に、ある参加者が「ここに来るまでは
しんどいのよ。でも来ると楽しい。体操は1人ではや
らないけど、ここなら楽しくワイワイできる」と言わ
れていました。
あなたも近所のサロンに気軽に参加してみませんか？

地域の行事の
広報もしています。

ソールパーカッションで
脳トレ！

白島
地区
白島
地区

暑くても
、

真剣に体
操中！

広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行い、地域住民の福祉増進を図ること
を目的として、弁護士による法律相談を開催します。

弁護士無料法律相談のお知らせ

平成30年11月21日（水） 
13:00～16:00

相談日

中区地域福祉センター
（中区大手町四丁目1番1号）

会　場

広島市中区社会福祉協議会
TEL. 249-3114  FAX. 242-1956

申込先

平成30年10月22日（月）から先着順受　付

弁護士による法律相談。
¡親子関係¡多重債務¡破産¡過払金取り戻し
¡土地のトラブル¡離婚¡相続¡少年事件 など

相　談
内　容

6名定　員 定員になり次第締め切ります。
相談時間は一人30分です。

弁護士無料法律相談のお知らせ

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

皆様からのご寄付は、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。

【一般寄付】故・小田　善行 様、小田　保子 様　匿名 1件
【物品寄付】渡辺 淑子 様（文房具類）

㈱中国銀行広島西支店 様
（サンフレッチェ広島サッカー観戦ペアチケット）
眞田 幹雄 様（ノート型パソコン、白米）
匿名 1件（白米）

（平成30年6月1日～平成30年9月10日現在）

今年も10月1日から共同募金活動が開始されます。共
同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、

募金を行うものです。高
齢者・子育てサロン等の
身近な地区社協活動の
財源などとなっています。

赤い羽根共同募金について
～ご協力をお願い致します～

中区地域福祉センターをご活用ください。中区地域福祉センターをご活用ください。中区地域福祉センターをご活用ください。
広島市中区大手町４-１-１ 大手町平和ビル５階所在地

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）

休館日

９:00～21:00開館時間

※施設の詳細、申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

市民の自主的な福祉活動を支援し、地域福祉の増進
を図るために設置されています。
福祉を目的とするボランティアグループや団体は無料
でご利用いただけます。

▲一定額のご寄付をしていただいた方に
　「赤い羽根×カープ コラボピンバッジ2018」差し上げます

広島市域
目 標 額 1億円
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▲一定額のご寄付をしていただいた方に
　「赤い羽根×カープ コラボピンバッジ2018」差し上げます

広島市域
目 標 額 1億円
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被災された方の自宅に
地区社協役員と社協職員が一緒になって

訪問し状況の確認を行いました
学生さんも夏休みを利用して

ボランティアに参加してくださいました

地域の方々もボランティアスタッフとして
災害ボランティアセンターの運営をしてくださいました

この広報誌は共同募金の配分金により作成しました。

95No.

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

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会／平成30年10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

平成30年7月広島県豪雨災害義援金とボランティア支援金のお知らせ

平成30年7月5日からの豪雨により、西日本において甚大な被害が発生しました。
広島県内においても、大規模な土砂災害、道路の寸断等が発生し、多数の死者および行方不明者が出ており、

また、家屋の損壊も多数発生しています。社協では住民や他団体と連携し、被災者への支援活動を行うとともに、
義援金や支援金のご協力のお願いをしています。

被災者の生活再建を支えるために、平等に直接現金で分配されます。
広島県共同募金会などが集めています。

◆募集期間　平成30年7月12日～平成30年12月28日
◆受付方法　口座振込み、もしくはご持参ください。　

①口座振込みの場合　　　　　　

＊いずれも口座名義は　社会福祉法人　広島県共同募金会です。
＊上記金融機関窓口での振込み手数料は無料です。ATMおよびインターネットバンキングを利用しての振込手
数料は有料となります。

②持参の場合　　広島市中区社会福祉協議会までご持参ください。

広島県豪雨災害義援金

広島市社会福祉協議会は、災害被災地への緊急的・広域的な支援活動に対応するために、東区、南区、安佐
北区および安芸区に災害ボランティアセンターが開設されました。活動資器材の調達やボランティアの被災地へ
の輸送等に相当の経費がかかっており、支援金を募っています。

ボランティア支援金

この地震による被災者支援を目的として、義援金の募集を行っています。
※手続き等は、中区社会福祉協議会までお問合せいただくか、広島市社会福祉協議会のホームページをご覧
ください。

北海道胆振東部地震による災害義援金

広島銀行
もみじ銀行
ゆうちょ銀行
広島県信用農業協同組合連合会
広島信用金庫

三川町支店
昭和町支店

本所
鷹野橋千田支店

普通  0620947　　
普通  3013155
00960-5-237139
普通  0004791
普通  0473663  

＊義援金や寄付金集めを装った詐欺が発生しています。訪問による集金はありませんのでご注意ください！

この度、7月豪雨の影響により各地では土砂災害が発生し甚大な被害をもたらしました。広島県下でも市町の半数
が被災し、市内では東区・南区・安佐北区・安芸区が河川の氾濫・土砂災害に襲われました。
豪雨災害の被害に遭われた方々へ心よりお見舞いとお悔やみ申し上げます。また、亡くなられた方々のご冥福を

お祈りし、被害の遭われた皆さまの救済と被災地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
中区社会福祉協議会では、このような状況の中「なかくボランティアまつり」を実施すべきか、関係
団体と検討したところ、平成30年10月27日（土）に予定しておりました「なかくボランティアまつり」は、
豪雨災害の影響が甚大であること等に鑑み、中止とさせていただきましたことをお知らせいたします。
本年度の「なかくボランティアまつり」を中止につきましては、十分ご理解いただきますとともに、
今後とも、中区のボランティア活動推進にご支援賜りますようお願い申し上げます。

第22回なかくボランティアまつり中止のお知らせ

地区社協活動 × 災害ボランティアセンター
～被災者に寄り添う復興支援～
地区社協活動 × 災害ボランティアセンター
～被災者に寄り添う復興支援～

この度の豪雨災害
で安芸区中野地区で
も多くの方々が被災
し、土砂かきや後片
付けに、県内外や地
元のボランティアの
方々による支援が
『安芸区災害ボラン
ティアセンター中野
サテライト』を通じ

て行われました。
7月14日から9月2日までの39日間（台風等のため休
止した日にちを除く）にわたり、200件の支援依頼を
延3，715名のボランティアとともに取り組みました
（平成30年9月2日現在）。
中野地区社協では被災された方に少しでも寄り添い
ながら、一日でも早く元の生活に立ち返ってもらいた
いという思いから、これまでの地域活動や関係団体等
とのネットワークを最大限に活かし、
中野サテライトの運営（被災者への
ニーズ調査やボランティアの送り出
し、資機材管理など）に携わりまし
た。
訪問した先々で「家族だけでは片
づけがはかどらず、途方に暮れてい
たが、地区社協の方がボランティア
さんの調整のために訪問してくれた

ので安心して
頼めた。当日
は大勢のボラ
ンティアさん
が来てくれて
本当にありが
たかった」と
いう声が多々
ありました。
中野地区社

協の役員さんが「日ごろから顔の見える『つながり』を
大事にして、22町内会それぞれにサロンや見守り活動
に取り組んでいる。日ごろの『つながり』が今回は大き
く役立った。でもしんどかったよのぉ～」と閉所時にし
みじみと語っておられました。
また、中野サテライトの運営には県外の社協職員に

よる応援もありましたが「サテライト運営にここまで
地区社協の方々が関わっているのは初めてだ。」と驚

きと地区社協活動の充実ぶりに感
嘆の声が多々ありました。

中野サテライトのボランティア活動者数

2,378人

その他
ボランティア

797人
地元ボランティア

2,378人

その他
ボランティア

797人
地元ボランティア

中野地区
社協

からの

レポート


