
第１５１号 
回覧 

「青崎地区社会福祉協議会 
令和２年新年交流会」   

   

  

 この度、髙沖前会長の後任として会長を仰せつかりました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けてのスタートとなり 

ました。若輩未熟ではございますが、これまでのボランティア、町内会、 

社協などの活動経験を活かして精一杯努力してまいります。 

 青崎地区の「安心安全なまちづくり」を、各種団体の皆さまと一緒に知恵を出し合い、 

行政とも連携しながら進めていく所存でおります。 

 近年、少子高齢化が進み、地域のつながりも希薄になる傾向にありますが、地域で支 

え合える明るく温かい、楽しいまちづくりを実現できますように、今後とも皆さまのご

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

    令和２年６月                               青崎地区社会福祉協議会  

                                               会 長  東 和行 

 

 

   

  

 

  

           

 

 

 

 

 

  

 この度、４年間務めさせていただいた青崎社協会長を辞することとなりました。 

永年にわたり地域の皆さまには大変にお世話になりました。また、各種団体長様をはじめ

役員の皆さまには、陰に日向に支えていただきましたこと、心から御礼を申し上げます。

これまでの経験を糧に更に精進してまいるつもりです。ありがとうございました。  

         令和２年６月                    

                        

                                    

 

よろしくお願いいたします！  

                                    

 

                                    

 

                                    

 

青崎地区を映す鏡になりたい！ 
社会福祉協議会がお届けする、地域の皆さんのための広報紙です。 
                                                                          

               

                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 令和２年８月２９日発行 

青崎ミラー 
こむねっと青崎社協 検索 

～就任あいさつ～ 
 

 ☆新任理事紹介☆ 
 

 

 今村  弘美 氏 

   (堀越三丁目) 

 

 南防犯連合会 

  青崎支部支部長       

 (現 青崎社協 

         副会長) 

 神原  肇 氏 

  (青崎一丁目) 

 

青崎学区体育協会    

会長 

 

 

  

 

 奥本 大介 氏 

   (堀越二丁目) 

 

青崎社協 副会長 

 (地域福祉 

       推進委員) 

 

 

大久保道夫 氏 

 （堀越二丁目） 

 

青崎小学校  PTA

会長  

 

 

 

～退任あいさつ～ 
 

青崎地区社会福祉協議会   

  前 会長  髙沖 大悟 



２ 

 

            令和元年度 収支報告 （平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日) 

                                                                青崎地区社会福祉協議会  
    （収入の部）                      （支出の部） 

科    目 決 算 額 科    目 決 算 額 

前年度繰越金 1,047,290 事 務 費 28,756 

  会 議 費 29,578 

会  費 280,560 福祉事業費 278,155 

区社協助成金 546,720 コミュニティ活動費 26,000 

雑 収 入 30,131 各種団体助成金 240,000 

  交 際 費 20,000 

  その他事業費 265,847 

    

  次年度繰越金 1,016,365 

合    計 1,904,701 合    計 1,904,701 

～令和２年度事業計画～ 

 青崎地区でも高齢化や人口減少が進み、地域のつながりが大切だと思われます。行政機関だけ

でなく、地域組織やボランティアなどと一層連携して課題に取り組む必要があります。地域で支え

合いのできる環境をつくり、防災・防犯に力を入れ安全・安心のまちづくりを進めていきます。 

 １．福祉のまちづくり事業の推進 

    １） 近隣ミニネットワークづくり ・・・ふれあい・いきいきサロンの充実、活性化 

    ２） 「青崎あったかねっと」 ・・・福祉マップ作成、緊急連絡カード見直しなど、全町実施を目     

        指し大州地域包括支援センターと協力、連携する         

    ３） ボランティア活動推進事業・・・ボランティアバンク活動の充実と見直し 

 ２．子どもの健全育成と福祉の推進活動 

    １） 各町で登下校の見守り活動と防犯パトロールの実施 

    ２） 声かけ、あいさつ運動の推進を図る 

    ３） 各町子ども会活動、子ども会育成協議会の活動に協力 

 ３．災害に強いまちづくり推進 

    １） 各町内会で避難訓練などを行い、災害に備える 

    ２） 火災予防について・・・消火器取り扱い訓練の実施 

                           住宅用火災警報器の点検・交換（使用期限１０年）の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～青崎社協７月からの取り組み～   

☆新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、有志による 

 布マスク作りと不要な未使用マスクの募集を行っています。 

 期限はありませんので、今からでもお力添えをお願いいたします。 

☆各町へ非接触体温計１台を貸与しています。行事を開催されるにあたり、万全な感染防止    

 対策のひとつとして活用してください。 

☆広島市より南区社協を通じて、車いす提供の募集があり、今回３台の提供を受けました。 

 本町会館、堀越集会所、青崎集会所に設置してあります。送迎や緊急時に役立つと思いま  

 すので、地区内の集会所、会館に設置できるよう追加申し込み中です。 
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～広島市の指針に沿って、地域の活動が少しずつ始まっています～ 

   定着してきた「高齢者いきいき活動ポイント事業」の制度が９月から 
   一部改訂されるため、この機会に広島市健康福祉局高齢福祉課と南区 
   社協より担当者を招き、勉強会を開催しました。 

   主な変更点は以下の通りです。 

   １) 対象が70歳以上から65歳以上(令和2年9月1日現在)に拡大 
      されます。9月2日以降65歳になる方は、来年９月から対象です。 

  ２) これまでの交通費助成が本年８月末で廃止となり、新たに要支援 
        ・要介護高齢者の外出を支援するため、タクシー券等が助成され 
        ます。これを利用する場合、ポイントの上限100ポイント(１万 
        円)から助成額が差し引かれます。 

  また、活動に応じて正しくスタンプを押すことを確認しました。 

   ✻１ポイント： いきいきサロン・百歳体操などの行事に参加 
   ✻２ポイント： ボランティアバンクに登録した人が、行事の 

                       準備や運営に当たる場合 

     ☆ みんなで基本を守り、正しく活用しましょう！ ☆ 

７月１９日(日) 向洋集会所  
「高齢者いきいき活動ポイント事業勉強会」 

 

                    7月 18日、3月から休止 

          していた「なだの朝市」を  

          再開しました。 

          再開に当たっては、受付で  

          手指消毒、検温、マスク着

用をお願いし、売り場が密にならないよう整理券

を配り、人数調整しながら進めました。 

 また熱中症対策として、順番待ちの待機場所に

１ｍ間隔で椅子を置き、冷たい飲み物も用意しま

した。来場者３９名とボランティア２６名の協力

でスムーズな運営ができ 

ました。８月以降は状況 

を見極めながら進めたい 

と思います。 

（ボランティアバンク 

   会長 竹川 公治） 

 

 

           2月から休止していた「いきいきサロン」を５か月ぶりに 

           再開しました。広島を拠点に活躍されているジャンボ衣笠 

           さんと、弟子の女子中学生二人をお招きした落語鑑笑会は 

           終始笑いの渦に包まれ楽しいひと時となりました。 

            コロナ感染防止の観点から、前半・後半２班に分けて開催、 

           検温の実施など対策を講じました。今回は、ストレス解消と 

           同時に“笑”は免疫力を高める効果がある、と言われている 

           ので、予防の一助になるとの思いから開催に至りました。 

                      ＜堀越１・２・３町 福祉委員＞ 

 

 

                     8月 23日、町内会と子ど                     

                     も会のコラボ企画「竹細  

                     工とバター作り」をしま  

                     した。子ども 12名、大人 

                     11名の計 23名が参加。 

                     身近なようで普段触れる

機会の少ない竹細工を、町内会の皆さんに教えて

もらいながら作る子ども達は、真剣なまなざしと

楽しそうな笑顔でキラキラしていました。 

最後に皆で必死に 

生クリームをシェ 

イクしてバターを 

作りふわふわトロ 

トロの優しい味に 

癒されました～ 

（子ども会会長  

     松本 佳奈） 

向洋本町 ‟なだの朝市„ 

かごの消毒 

ジャンボ亭 
  小音子さん 

ジャンボ亭 
  小乃葉さん 

ジャンボ衣笠さん 

７月１８日(土)堀越集会所  いきいきサロン堀越 

 

笑
っ
て
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コ
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吹
っ
飛
ば

せ
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(本町会館) (本町会館) 

受付で消毒 子ども達の作品 

向洋本町～竹細工 
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 青崎一丁目青友クラブ・ 

 青崎二丁目“ひまわり” （青崎集会所） 
   ヒューマンズプラザ青崎 “仲よし” 

          （マンション内娯楽室） 

  

百☆歳☆体☆操 
消毒と体温測定をし

て、マスクを着用。 

窓もカーテンも開け

ていすの間隔をとっ

て行っています。 

こまめな水分補給も

忘れずに！ 

  青崎地区老連 第８９回 G G大会 

      7月 15日(水)     東青崎公園 

３月に開催予定でしたが、コロナの影響で
延期しました。52名が参加。梅雨空の蒸し
暑さの中、ソーシャルデｲスタンスを意識
しながら、ストレス発散の良い機会となり
ました。            (ｽｺｱ) 

    優勝 星井 正誼(堀三)  63 

    ２位 森本  信 (堀三)  74 

    ３位 丸林  ｺﾉﾐ (堀三)  76 

    ４位 高田 省吾(堀一)  76 

    ５位 松浦  満 (堀三)  77 

 青崎地区老連  第４回ペタンク大会        

      7月 22日(水)     東青崎公園 

こちらも３月に開催予定でしたが延期し

今回の開催となりました。12 チーム 36 名

が参加。堀越 Fチームが優勝しました。 

上位４チームは９月９日 

開催予定の南区老連主催 

の大会に出場します。 

＜南区子ども会連合会 交流球技大会＞   
                 8 月 9日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ、熱中症の心配もありましたが、子ども達は

真剣にプレイして元気な声がグランドに響き渡りま

した。交流大会ということで通常の大会とは異なり変

則的な大会となりましたが、子ども達の元気に大人達

も元気をいっぱいもらいました。子ども達には感謝、

感謝です。 

青崎学区子ども会は、これからもコロナに負けず

「心が元気になる子ども会」を目指して行きます。子

ども達にエ－ルをお願いします。 

     （青崎学区育成協議会 会長 佐藤 充信） 
 

 
＊新型コロナウイルス感染拡大の為 
 中止が決定している行事 

    9月 27日 学区運動会 

   10月 17日 大原神社秋季大祭 

        18日      〃 

   11月  7日 青崎公民館フェステｲバル 

         8日       〃 

        14日 青崎小学校運動会 

   12月  6日 青崎児童館まつり 

 
＊今後の状況で検討する行事 

   11月 29日 三世代交流「ふれあい広場」 

  令和 3年 

    1月 16日 青崎地区新年交流会 

   3月   「天女姫伝説」まつり 

消毒液の取り扱いに注意を！ 

ウイルスの感染防止に消毒液の使用が 
当たり前になっていますが、消毒液はアルコールを含
んでいます。スプレー式の消毒液を使用してすぐに火
気を使い衣類や周囲に残っている微粒子に引火した
事例もあるそうです。少し時間をあけるなどして気を
つけましょう。 

地区の主な行事 

青崎学区 男子ソフトボール 3位 

     女子フットベースボール 準優勝 

 


