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検索

福田地区社協の取り組み紹介

「みんなで声かけ
見守り支え合う
笑顔のまちづくり」

福木中学校の生徒と花ボランティアの皆さん

「福田公民館」
を活動拠点に､福祉のまちづくりに取り組まれている福田地区社協の

こ ぐらのぼる

たく しげ ひでき

くり の とみ お

小倉昇会長、宅重英輝事務局長､栗野冨男会計担当に話をお聞きしました。

Q

現在、力を入れている活動について教えてください。

A

左から、小倉会長、
宅重事務局長、栗野会計担当

住民同士が可能な範囲で助け合える仕組みづくりを行っています｡
民児協や老人クラブ等の団体ごとに、ちょっとした手伝いや見守り
支援等を早くから行ってきましたが､みんなが住み慣れた地域で生活を続
けていくために､社協･民児協･女性会･老人クラブ･町内会等が互いに協
力し取り組むこととしました。それぞれが既存の活動を活かしつつ､
〔見守
り･お助け〕
ネットワークとして地域全体で助け合える形を模索していま
す。現在はまだ限られた地域での動きですが､今後福田地区全体に活動を
広げていくことを目指しています。

Q 「福田」ならでは、という取り組みはありますか。

A

花壇の植付･管理を主な活動とするボランティアグループ｢花ボ
ランティア｣と福木中学の生徒で､山陽自動車道広島東IC出入
口の花壇を整備しています｡手入れを続けているので､多くの方に見て
いただきたいです｡また､毎年2月には、福田のシンボルでもある木ノ宗
山の清掃登山を､地域の各団体と福木中学の生徒で実施しています。
3月に行われる福木幼稚園の卒園遠足の準備も兼ねており､世代を越
えた交流機会として､皆でより良い福田をつくっていく活動の一環とし
て､地域の重要な行事となっています。

木ノ宗山清掃登山には、多くの方が参加

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。

福田地区社協の取り組み紹介

Q
A

「みんなで声かけ見守り支え合う笑顔のまちづくり」

今後、特に進めていきたい取り組みを教えてください。
福田地区では、交通手段の確保が大きな課題となっています。幹線道路まで遠い地域が多く、特に高
齢者は公共交通の利用が困難です。これまで具体的な動きができていませんでしたが、昨年11月に
福田地区の交通課題解決に向けたワーキンググループを
立ち上げました。まずは町内会を通じてアンケートを行い、
地域が必要とすること、解決に向けてできることの整理や
検討をしていきます。行政や民間企業も含めて、交通課題
と向き合う機運が全国的に高まっており、この流れに乗っ
て何らかの形につなげたいと考えています。

未

広島市交通局より講師を招き、講座を開催しました

その他の様々な取り組みについても、
福田地区社協ホームページで紹介されています｡

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！

ハートフルボランティア とりの巣

平成19年2月に開催された「精神障害者を支援するボラン
ティア養成講座」
を受講した有志で結成したボランティアグルー
プです｡精神障害者の作業所で活動支援や行事支援、東区社協
から依頼のあった行事などでボランティア活動を行っています。
定例会では会員同士で活動の報告を行い、ボランティア依頼
の入っている行事に誰が参加できるかなどを決めています。
「とりの巣」
という会の名前には、ボランティア活動をし、定例
会という
「巣」
で羽根を休め、元気に次の活動に羽ばたいていこ
うという気持ちが込められています。
支援活動に関心のある方は、東区社会福祉協議会へお問い合 「フリースペース スマイル中山」で、和気あいあいとした
雰囲気で内職作業の支援をするメンバー
わせください。皆さん一緒に活動してみませんか？

東区の介護者の会 紹介

介護経験の長い方から､介護のヒントや情報をもらえたり､気軽に話のできる仲間づくりができる会です｡お気軽にご参加ください。

東区ケアメンの会

ほほえみの会

〜認知症等在宅介護者の会〜
〈日
〈場

時〉原則、第１木曜日 午前１０時から正午
所〉東区総合福祉センター４階
ボランティア研修室
〈参加対象〉 認知症の介護に興味のある方や
介護者であれば、どなたでも
問い合わせ･申込み

〜男性介護者のつどい〜
〈日

時〉 原則、第３木曜日

午前１０時から正午

〈場

所〉 東区総合福祉センター４階

小会議室

〈参加対象〉 家族を介護する男性介護者なら
申し込み不要でどなたでも

東区厚生部地域支えあい課

☎568‑7731

この広報紙は（一財）多山報恩会の助成金及び赤

寄付についてのご案内

寄付は地域を支える第一歩
皆さま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｡

このようなときに...
●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

まごころに感謝します
令和元年10月2日〜令和2年1月10日

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 等
★寄付金のお申し込み・お問い合わせ先
東区社会福祉社協議会
〒732‑8510 東区東蟹屋町9-34
TEL(082)263‑8443 FAX(082)‑264‑9254

団体

2019年 水森英夫歌謡フェスティバルin広島 様

個人

本田 正 様、匿名1名

賛助会員を募集しています！
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。
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｡
個人会員

団体会員

一口 1,000 円

一口 3,000 円

団体会員（病院など）

郵便振替口座
社会福祉法人

一口 10,000 円

01380‑6‑77585
広島市東区社会福祉協議会

※何口でもご加入いただけます。

賛助会員ご入会ありがとうございます｡
個

人

福田地区

白鷹

之枝

温品学区

田村

幸雄

戸坂城山学区 匿名1名

中山地区

匿名1名

牛田学区 匿名1名

東浄学区

匿名1名

早稲田学区 出口

匿名1名

戸坂学区 村田

耕治
雅彦

尾長地区 匿名1名
匿名1名

矢賀学区 匿名1名

匿名1名

その他

薗田

勝敏

薗田

淳子

匿名1名

団体(法人等)

(医)沖本眼科

(医)金谷医院

山地内科医院

野坂歯科医院

(医)輔仁会 太田川病院

(医)郁雅会 おちあい循環器内科クリニック
(医)小田内科クリニック

松野クリニック

沢村歯科医院

(医)JR広島病院

古江クリニック

(医)和風会 広島第一病院

(医)おかもと整形外科クリニック

(医)聖愛会 ぎおん牛田病院附属牛田クリニック

(医)聖愛会 ぎおん牛田病院附属高齢者専用賃貸住宅うした(医)もみじ ホームケアクリニックもみじ
(医)小畠クリニック ひかりまち小児歯科･矯正歯科 (医)恵林会 益田内科胃腸科医院 (医)ワカサ会 ワカサ･リハビリ病院
高橋泌尿器科･皮ふ科クリニック

いしがめ小児科

上野歯科医院

矢賀新町町内会

匿名2医院

べん

二葉麻雀(健康)同好会

令和元年10月2日〜令和2年1月10日(敬称略)
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弁護士無料法律相談のお知らせ
日 時 令和2年
場所

持明院

3月１８日(水) 13:00〜16:00

東区総合福祉センター4階
(東区東蟹屋町9 34)

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います。

赤い羽根の共同募金の配分金により作成しました。

予約制

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2年2月19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。

きんちゃい

みんちゃい

あそびんちゃい

「東区ちゃいちゃいまつり」
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まつりです
。 皆さま､是非遊びに来てくださいね！

【お知らせ】

３月８日（日）に開催を予定していた 東区ちゃいちゃいまつりは、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが高まっていること
から中止となりました。

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。

