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上温品地区

社会福祉協議会

ささえあいのまち』
本年度の上温品地区社会福祉協議会総会は新型コロナ感染予防のため中止され、書面決議となりました。

すべての議案について、回答者全員の承認をもって可決されました。 （実会員数69名 回答者数62名 ） 

【重点 目標】 ー一一¥ 【予算】
諏入の部） r (円） ， 伎出の部） I (円）

(1)近隣ミニネットワーク活動の推進

(2) ボランティア活動の推進

(3) 児童青少年などの健全育成活動への参加

(4)住民ふれあい活動の推進

(5)広報活動の充実

(6) 活動体制の整備と効率的な運営

(7) 防災活動の推進

繰越金 925.048 

会費 363,600 

助成金 498,000 

日赤・共同募金 20,000 

事業収入 643.000 
寄付金他 92,000 

雑収入

゜収入合計 2,541,648 

事務費 253,000 

会議費 75.000 
事業費 1,319,000 

負担金 34,000 

相談室維持管理費 80,000 

雑費 110,000 

予備費 670,648 

支出合計 2,541.648 

L祖 17日「いきいきサロン」関健△

新型コロナ対策で3月から6月まで休止していました
が、 7月は福木・温品地域包括支援センターの方に「健康
体操・コロナ感染予防•特殊詐欺被害」と題して講演をし
ていただきました。
講演後、令和元年度の皆勤賞等の表彰式を行いました。

＇ 

【上温品ふるさとカルタ】
制作始動

1'そ ・＇

「上温品地区～福祉のまちづくりプラン～ヽ

第4次5か年計画」において、 『上温品ふる

さとカルタ』制作をテーマに掲げています。

以前より資料収集を行ってきましたが、こ

の度、活動計画を決めるための準備委員会を

立ち上げました。ます、地域について纏めら

れた史料や民話等を参考にカルタの素材を集

める作業からスタートすることになります。

私たちの、子どもたちの、上温品を離れた

方たちの「ふるさと」の姿を『カルタ』に纏

めてみませんか。

地域の方々の参加をお待ちしています。

連絡先：

社会福祉協議会総務部会：久光員一

”医療法人たかまさ会 理事長山崎正志
URL http://www.takamasa.or如

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内和・
脳神経内科・放射線科・リハピリテージョン科・歯科

山崎病院
広島市東区上温品 1丁目 24-9

電話 (082)280-1 234的

一般療養棟 ・認知症専門棟・デイケア

介護老人保健施設

ウェルフェア
広島市東区上温品 1丁目 21-6

電話 (082)280-3720 
-1 -



「平成30年裏雨災害復IB状況とその後の防災情報」
上温昂地区自主防災会連合会

会長上村一司

「平成 30年7月豪雨災害」から 2年が経過しました。広島県や岡山県をはじめ西日本を中心に土石流に
よる家屋崩壊、河川氾濫による家屋の浸水等で多くの方が亡くなられました。幸い上温昂地区は人命被害、
家屋倒壊等の甚大な被害はなかったものの、これまであまり経験したことのない多くの被害を受けましだ。
今回 その後の上温品地区の復旧状況や知って頂きたい防災情報について紹介します。

1、上温吊地区豪雨被害と復旧状況
平成 30年 7月豪雨で下記写真にように府中大川の護岸崩壊や急傾斜地の土砂崩れ、河川越流等至る所

で被害が発生しました。その後大掛かりな緊急復1日工事で大規模な崩壊部分は大部分修復されました。これ
から未完了の被災地の復18工事の早期化が望まれます。
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府中大川河岸の崩壊（大原） 平林橋下流（大上）
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第2東山橋上流（石原田）

2、緊急避難場所が変更になりました。（コロナ対廊）
今年は新型コロナウイルスの施設内への感染予防のため、 緊急避難場所が「ウェルフェア」から、
上温品集会所に変更されました。 また、感染を避けるため収容能力の半数の予定であり避難でき
ない場合が想定されます。そこで可能な方はます、宮全な近隣の友人宅、親戚、その他安全な場
所に一時避難することも事前に検討しておきましょつ。

― -1 
‘L
 

一緊急避難場所（ウェルフェア） 緊急避難場所（上温品集会所）

※ 止センターは避 ―では りません上｀扁品地区に避難レベル3以上が出たら 館します

3、いさという時のための準備を！
今年も梅雨に入り豪雨の季節になりました。「自分の身は自分で守る」を原則に 平素から災害に対するリス

クを考えて準備しておきましょう

① 自分の地域を知ろう！
上温品地区には団地周辺に多くの危険個所があります。広島県による基礎調査結果、急傾斜危険区域、土石應危
険区域が変わりました。危険個所は平成28年4月に各町内会で作成し各戸配布した「わが町防災マップ」しも
記載されています。平成30年に被災した場所も含め自宅周辺の危険区域をしっかり確認しておきましょう。

上温品地区危険個所図

② 危険性をいち早く察知しましょう！

NHKデータ放送、防災情報メールなどを利用し危険
性を早く察知しましょう。
危険性は気象清報、行政からの情報、町内会、知人友
人からの情報、更に周囲の状況（川の水位、匂い、音、
落石）から察知しましょう。

麿色んな防災アプリ情報が提供されています。

① 広島市避難誘導アプリ (QRコード）

口 ．危険清報の確認

（危険区域、気象情報）

・防災ハンドブック

．避難所検索

・リンク一覧
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わが町防災マップ（例：石原田、鮎信、平林5)

気象レーダで雨の様子を察知！

② 府中大川水位情報 (QRコード）

URL : 
https://www.heazl.com 
ユーザー名：

h iroshima 
パスワード：

1751city 

③ 早めの避難をしましょう！
身の危険を感じる前に、自ら判断して避難を開始しましょう。そのために日頃から被災を想定した避難
場所を決めておきましょう（避難所、知人宅、親戚、駐車場その他）
避難行動要支援者の方の避難は早めに支援下さい

④ 災害のリスクに備えよう！

非常持ち出し品を準備しておきましょう。
緊急避難場所ヘ一時避難する場合は飲料水、食べ物、常備薬と新型コロナウイルス感染防止のためマス
ク、体湿計、アルコール消毒液、 除菌シート・使い捨て手袋等を持参ください。

(!._ 不動産総合コンサルタント

シンアイ
不動産販売陳

東区上温昴1丁目31-1 1 
TE L.082-280-1 21 2 

ザ`声
(I)神クリーニングにインランドリー薗I
疇輝17kgドラム洗浄＋譴（慌水860回転）

〇狂(S)咄瑯9躇、西9闘虹t

磁瓢疇飽
. J: 温品1T月32-198289ー1764
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上温昴地区担当の保健師さん

萬ヶ原（まんがはら）保 健師です

・子育て相談
・高齢者や障害者への支援
・幼稚園や学校との連携
・健康づくり、介護予防

など、保健・医療•福祉に関する相談に
乗ってくださいます。

《連絡先》東区役所地域支援第一1系
082-568-7735 

鐸月11日のイオン・デーは、幸せの貴色いレシートの日。

Step1. 精算時にレジで黄色いレジートを受け取ります。

Step2. 上温品地区社会福祉協議会の BOXに投函

Step3. 団体ごとに集計し、合計金額の 1%相当の希望の
品物を該当団体に贈呈。

《上温昴地区社会福祉協議会のBOX設置店》
＊マックスバリュフォレオ広島東店
＊イオン広島府中店

◎みなさまのコ里解とご協力お願いいたします。

―尋中轡奎．”？．…-~漏墨．蜂＼警奎~-~--零細-~望
今年度より上温品小学校校長を務めます、 甘 令和2年度温品中学校PTA

圏佛敏彦 （えんぶつとしひこ）と申します。 ii会長を務めさせていただくこと
...t温昂地域には、子供だちのため、 学校のた：［ になりました上谷正樹でござい

めに、協力してくださる方たちがたくさんおら廿 ます。
れます。おかげさまで、子供たちは地域の方に 甘 新型コロナウイルスの影響を
見宮つていただいたり、一緒に活動したりしな !i受けまして、予定していた行事
がら、伸び伸びと育っているように見えます。 :iがことごとく中止となりこのよ
日頃のご理解とご協力に対しまして、心より感 ］うな形のスタートとなりました

＂ 
謝申しあげます。 目ことをたいへん心苦しく思っております。

： 本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上温品 ］ 温品中学校は、 PTAの皆様や地域の方閃との i
l小学校も4月 15日（水）から5月末まで、臨時休業を行い!!つながりが強く、子どもたちのためにたくさんの i
［ました。例年とは違うスタートとなりましだが、子供たちが安 iiご支援ご協力をいただいております。 i 
! /麟 て過ごすことができますよう、鵬員一同力を合わせて学校目 本年度も子ともだちの健やかな成長と、安心で l
！教育活動を行ってまいります。変わつぬご支援とご協力をよろ Ii安全な学校生活や地域生活のため、学校と地域と i
；しくお願いいたします。 ii家庭のつながりをさらに深めていきたいと考え l： 上温祠」1学校校長園沸敏彦 且ております。 ！ 

甘 役員一同、皆様の声を大切にしながら学校側と i

・新型コロプウイルスの影選により、以下の行事が中止となっております。II 門？届因言喜翌鼠門塁喜戸盃已ド喜虞合Iv~胃l
状況によっては、開催予定の行事も中止となる可能性もあります。 lども私自身も汗をかいて知恵を絞りがんばって l

：いきますので、本年度も変わらぬ PTA活動への ！
・温品中学校区ふれあいパトロール ・上温品ふれあいまつり iご協力を再度皆様にお願いいたしまして、簡単で l
・温品ふれあいフェスティバル ・盆踊り大会 I 1はございま贔誓認賢訊誓貞＼た：嘉胃「゜ I 

・・・・・・・・・・・・........................................................................................................... : 

令和2年度 賢助会員襲集のお願い
賛助会とは・・・丘屈品地区社会福祉t競蒻会の活動に賛同していただけるi梱咸のみなさまに、会員になっていただきご吏愛
いただくものです。 旧諏の絆で安心• 安全なまちづくり」 の為迎憐ミニネットワークやいきいきサロン、 見守りや相
談、ポランティア等地域性に見合った福船舌動をしています。

賛助会費…◆個人 ーロ 1,000円 ◆ 団 体 一□3,000円
～温品福祉センターで随8寺受付中！伺□でもご加入いただけます～

令和元年 10月～令和2年 3月末までにご加入いただいた方・・・(50音順敬称略）

◇個人：足達志津壼、石黒欣裁、酒井幸枝、竹下香珠世、茶山薫、匿名2名 ◇団体：虹の里

＜＜編集後記≫ 連日厳しい暑さが続いています。新型コロナウイルスの影響で、毎年恒例の地域行事もほぼ全て中止とな

る中、今号の作成にご協力いただいた皆様に「こころ」から感謝致します。昨今、インターネットや SNSで多くの情報

を誰でも簡単に得ることができますが、それらでは知り得ない、正確で詳しいローカル情報を「こころ」ではお伝えして

いきます。社会福祉協譲会に対し、今後ともご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

Ila 

地域社令の発展と活性化に努めます

一広島東部地区
（上温品・温品・馬木•福田）｀
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