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『共に支えあえる
 まちづくりを
 目指して』

Q
　牛田学区は、主要道路から中に入ると、見通しのよくない細い道が
多く、通学の子どもや高齢者が危険を感じることがあります。そのため、

平成25年に策定した『福祉のまちづくりプラン』に『牛田小学校見守り隊』の
組織化を計画し、翌平成26年5月に36名で発足して5年が経過しました。見守り
隊には、今では73名のボランティアが登録し、児童の登下校時を中心に見守り
や通学路での声かけ、あいさつ活動など、日々活動を行っています。

　また、地域では年間20件近い不審者情報が寄せられる
こともあり、市の補助制度を利用し、地域防犯カメラの
設置にも力を入れています。設置場所の選定など、検討
すべきことは多くありますが、今年度は更に1台設置を
行い、計7台となりました。
　他にも、児童が自ら危険を回避する力を養うため、地域
団体や大学と連携してPTC活動として、『地域安全マップ
づくり（4年生全児童参加）』を毎年実施しています。
　このような地域の力によって、犯罪を寄せ付けない地域
を醸成していくことが私たちの願いです。

児童登下校時の見守りの様子

　『牛田集会所』を活動拠点に、福祉のまちづくりに取り組まれている牛田学区社協の木原政弘会長、
安達吉郎事務局長に話をお聞きしました。

牛田学区社協では見守り体制づくりに力を入れているそうですが、
活動について教えてください。

 き  はら まさ ひろ

 あ  だち よし ろう

牛田小学校見守り隊メンバーと児童とのつどいの様子

地域安全マップづくり発表会の様子
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TEL:082-263-8443
E-mail:higashi@shakyohiroshima-city.or.jp

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会
広島市東区東蟹屋町9-34東区総合福祉センター4階〒732-8510FAX:082-264-9254 詳しくはホームページをご覧ください

https://shakyo-hiroshima.jp/higashi/
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本会役員が改選されました(令和元年6月21日現在)
任期満了に伴い､役員(理事･監事)の一斉改選が行われました｡
引き続き役員一丸となって東区地域福祉の推進に取り組んでまいります。

右から木原会長、安達事務局長

　　　 それは、『助け合いの仕組みづくり』です。これまでは地元有志
　　 による『かうちゃんサロン』という取り組みにより、ボランティア
支援希望者と活動希望者を繋ぐ役割を担っていましたが、諸事情により
今年6月で終了となりました。大変残念なことでしたが、これを機会
に、機能を引き継いでいける仕組みづくりを整えることが必要と考え
ています。長期的な活動が可能となるように、どのような方法が良い
のか模索しながらではありますが、来年度の策定を目指している「福祉
のまちづくり2次プラン」に盛り込むことを目標に取り組んでいます。
　最後に、地域への思いですが、子育て世代や高齢者、障害者といった
誰かがではなく、全ての人が『共に支えあえるまち』にすることです。そうすることで、牛田に住む全ての人
が、『住んでよかった。これからも住み続けたい。』と思えるまちになるのだと思います。

　誰もが安心して生活でき､住み続けることができるまちを目指して、
東区内では13の地(学)区社会福祉協議会が活動をしています。
　今回の講座では､人材確保策や組織体制等を通じて「持続可能
な地域活動」を考え､世代を越えて共有し住み続けられるまちづく
りのヒントを探すことを目的に開催いたします。
詳細は後日、チラシやホームページなどでお知らせします。

令和元年12月14日(土)
10：00～12：00

日　時

東区総合福祉センター3階大会議室
(広島市東区東蟹屋町9-34)
※駐車場が混み合いますので公共交通機関をご利用ください。

会　場

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会
TEL(082)263-8443　
FAX(082)264-9254

主　催

役員名簿(敬称略) ※任期：令和元年6月21日から令和3年6月開催予定の定時評議員会終結まで

会　長
副会長
副会長
副会長
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事
監　事

中　井　公　孝
古 川 平 三 郎
森　平　茂　章
秋　本　 　 昇
中　谷　正　憲
塩 谷 冨 士 男
西 田 志 都 枝
山　本　和　登
栗　栖　和　子
長　田　照　義
沖　野　利　香
向　井　春　代
宮 之 首 行 隆
久　富　貞　夫
小　倉　 　 昇
辻　　　秀　司
尾　﨑　尚　美

馬木地区社会福祉協議会会長
牛田新町地区社会福祉協議会会長
尾長地区社会福祉協議会会長
戸坂学区社会福祉協議会会長
温品学区社会福祉協議会会長
戸坂城山学区社会福祉協議会会長
早稲田学区社会福祉協議会会長
矢賀学区社会福祉協議会会長
東区民生委員児童委員協議会会長
東区民生委員児童委員協議会副会長
東区しょうがい者父母の会会長
東区地域女性団体連合会会長
東地区保護司会副会長
東区ボランティアグループ連絡会代表
福田地区社会福祉協議会会長
東区公衆衛生推進協議会会長
東区民生委員児童委員協議会副会長

役職名 氏　　名 所属・職名

～介護予防・生活支援ネットワーク～

｢東区地域支えあいリスト｣

詳しくは広島市東区役所ホームページをご覧ください。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/higasi/

パソコンやスマホで広島市の
ホームページから閲覧できます

東区地域支えあいリスト 検索

　子育て中の方や障害者､高齢者で､地域で交
流したり活動する場所をお探しではありません
か？ボランティアに来てほしい､ボランティア
として活動してみたい方はおられませんか？東区
では､地域団体の活動や取組を
紹介するリストを作成しました｡
身近な所であなたにピッタリ
の場所を見つけましょう｡
是非ご活用ください。

をご活用ください！

Q
『共に支えあえるまちづくりを目指して』

今後、実現を考えている取り組みと、地域への思いを教えてください。

A

牛田学区社協の取り組み紹介

平成31年度東区福祉の
まちづくり公開講座のご案内

予  

告



弁護士無料法律相談のお知らせ

赤い羽根共同募金

日 時　令和元年12月１８日(水) 13：00～16：00
場 所　東区総合福祉センター4階(東区東蟹屋町9－34)

郵便振替口座　01380-6-77585
社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

令和元年6年19月～10月1日現在(敬称略)

※何口でもご加入いただけます。

個人会員　　　　　  団体会員　　　    団体会員（病院など）
一口 1,000 円 一口 3,000 円 一口 10,000 円

賛助会員ご入会ありがとうございます｡

〈福田地区〉
〈馬木地区〉
〈上温品地区〉
〈温品学区〉
〈中山地区〉
〈東浄学区〉
〈戸坂城山学区〉
〈戸坂学区〉

〈牛田新町地区〉

山本　幸弘　　 安永　邦明　　 山本　愛子　  中島　恵子
新畑　宗子　　 三木　徹眞　 
岩本　郁子　　 黒木　茂年　　 黒木　康子　　
竹内　明子　　 大武　房枝　　 斎木　久子
堤　浩一郎
新　　時高　　 稲富　幸代　　 森田　真伸　　
品田　房子　　 匿名1名
武本　克彦　　 秋本　　昇　　 川瀬　節子　　栗栖　　晃
山中　春記　　 吉田　俊郎　　 大野　裕幸　　浦下　早苗　　 
三吉　　学　　 村田　耕治
千葉　咲子

早稲田地区民生委員・児童委員協議会　　　曙町内会　　　トーカンマンション山根町自治会　　　中山台町内会　　　㈲七福

個　　人

べん　　  ご　　　 し          む       りょう     ほう       りつ       そう       だん し

東区社会福祉協議会では､誰もが住みよい東区の実現に向けた､地域の取り組みを支援しています｡平成30年度1年間の入金状況は､629,000円でした｡
平成31年4月1日～令和元年10月1日の入金状況は259,000円です｡地域の福祉活動を継続するための安定した財源確保に向け､引き続き賛助会員を
募集しておりますので､ご協力くださいますようお願いいたします｡

団体(法人等)

この広報紙は（一財）多山報恩会の助成金及び赤い羽根の共同募金の配分金により作成しました。

　今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まりました｡
　皆様からいただきました募金は､身近な地域の福祉活動の他に、
地震や豪雨等各地で発生する大規模災害の被災者支援に活用させて
いただいています｡今年度も引き続きご協力をよろしくお願いします｡

〈相談内容〉 親子関係、多重債務、破産、離婚、相続など
〈相談時間〉 1人30分
〈定　　員〉 6人(東区在住の方が優先です)
〈申 込 先〉 東区社会福祉協議会へ電話またはＦＡＸ
〈申込開始〉 令和元年11月20日(水)8:30から
〈そ の 他〉 代理人による申し込みは､ご遠慮ください。
　　　　　 受付後｢法律相談予約受付票｣をご提出いただきます｡
　　　　　 ※内容によってはお受けできない場合もあります。

予約制

広く住民の日常生活上の相談に応じ､適切
な助言､援助を行い､お悩みや問題を解決
す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。

～じぶんの町を良くするしくみ～ 1,000円以上募金
いただいた方に､

　　　　 を差し上げます。

令和元年度　  東区内募金目標額　10,466,000円　  平成30年度　   東区内募金総額　9,017,408円(目標額10,192,000円)

今年もやってます！

赤い羽根×カープ
コラボピンバッチ
2019

賛助会員を募集しています！

〈牛田学区〉

〈早稲田学区〉

〈尾長地区〉

〈矢賀学区〉

間所　　了　　 木原　政弘　　 安達　𠮷郎　　木原　智子
佐藤　栄治　　 宮地久美子　　 匿名1名　
中村　　博　　 西田志都枝　　 宮原　信子　　荒巻　誠次
原田　幸枝　　 細川　　潔　　 吉岡　宏明　　匿名4名
森平　茂章　　 石田三枝子　　 原田　幹太      桑野　恭彬
上原　敬子　　 江口　真紀       上原　周二　   太田　　操
小川真由美       唐津　美子　　 河原　博之　   後藤　文代
新長　静夫　　 高屋　　満　　 田村　辰夫      内木　茂彦
鴨下　康子　　 森平　悦子       匿名3名
宮本　律子

お寄せいただいた善意は地域福祉のため､有効に活用させていただきます。
（平成31年3月20日～令和元年10月1日現在）

2019年水森英夫歌謡フェスティバルin広島 様、匿名２名

上野 照司 様（車椅子１台）

寄付は地域を支える第一歩
皆様からの温かいご支援が､福祉の向上への大きな力になります。
寄付はそのひとつの方法です｡

●フリーマーケット・チャリティーバザーなどの収益金
●香典返しに代えて

いただいたご寄付は､下記の事業に使わせていただきます。
☆主な寄付金の使途
　●地区社協活動の助成 ●ボランティア講座の開催 
　●ひとり親世帯や障害児者、介護者等の当事者間交流支援 等
☆寄付金のお申し込み・お問い合わせ先
　広島市東区社会福祉社協議会
　〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34
　TEL(082)263-8443　FAX(082)-264-9254

寄付についてのご案内

一般寄附

物品寄附

まごころに感謝します

このようなときに



日　時 内　容 講　師 場　所 定　員

令和 2年1月20日（月）

10：00 ～12：00

介護予防体操

ガンバルーン体操

NPO法人　コーチズ

兒
こ
玉
だま
　尚
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　氏

東区総合福祉センター

3階　大会議室
40 名

この広報紙は（一財）多山報恩会の助成金及び赤い羽根の共同募金の配分金により作成しました。

「ボランティアしてみたいけど…」と思っている方へおすすめの講座です！
まずは健康づくりからはじめてみましょう！

共 催：東区タイムボランティアふれあい・東区社会福祉協議会　　参加費：無 料（事前に参加申込が必要）

ボランティア♪イントロ講座♪

つくしんぼ作業所まつり

東区男性ボランティア

イベント情報コーナー

東男（あずまおとこ）

広島市心身障害者福祉センター
2019文化祭

　私達は、平成15年7月、東区在住の男性を中心に設立された、その
名も『東区男性ボランティア東男』です。主な活動として、JR広島
病院、特別養護老人ホーム寿老園、東区社会福祉協議会で車椅子
メンテナンスを行っています。活動先では『いつもありがとう』と感謝
の言葉をかけていただき、約2時間の作業での疲労感も吹き飛び、
心が満たされます。メンバーの高齢化や減少が課題でしたが、中国
新聞に活動を取り上げていただき、2名の新規メンバーの入会があり
ました。
　皆さんも私たちと一緒にボランティア活動を通して、社会に貢献
してみませんか？

第
9
回 

　『地域の皆様との交流』をテーマに今年もお祭りを開催し
ます。皆さまのお越しをお待ちしています。

　12/3～9は障害者週間です。この期間内に、心身障害者
福祉センターでは、毎年『文化祭』を開催しています。
　今年のテーマは『見る  知る  楽しむ  文化祭』です。皆さま
のお越しを心からお待ちしています。

令和元年11月17日（日） 10：00～15：00日　時

戸坂桜ヶ丘公園（東区戸坂桜上町）
※雨天時　桜上集会所

場　所

● 新鮮野菜の即売会
● つくしんぼのクッキー ・ ケーキ販売
● ときめき大抽選会、ゲームコーナー、
　 飲食コーナー、餅まきなどのイベント

内　容

特定非営利活動法人　つくしんぼ作業所主　催

つくしんぼ作業所後援会、家族会
戸坂おやじの会、戸坂女性会

後　援

つくしんぼ作業所　TEL 082-220-2330問い合わせ

令和元年12月8日（日） 10:00～16:00日　時

広島市心身障害者福祉センター（東区光町2-1-5）場　所
● センター利用者の作品展示、ステージ発表、
　 体験コーナー、模擬店など
● ステージ特別企画『山上茂典とその一座による
　 バンド演奏』、『広島東洋カープの選手との集い』

内　容

広島市心身障害者福祉センター
2019 文化祭実行委員会
TEL 082-261-2333

主催・問い合わせ

東区ボラ
ンティアグループ連絡会　　

　　　　
　 加入グループを紹介します！

私たちと一緒に活動しませんか？

予
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「東区ちゃいちゃいまつり」き
んちゃい！
  みんちゃい！

　あそびんちゃい
！

　東区のボランティアグループ、障害児者団体、作業所などが力を合わせて作り上げる「ちゃいちゃいまつり」
ただいま準備中。お楽しみに～ ！
日　時 ： 令和2年3月8日㈰　10：00～15：00　　会　場 ： 東区総合福祉センター　3 ・ 4階

スラィリーも
来るよ！

13：30～
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