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広島市東部障害者デイサービスセンター

～ウォーキングに＋１(プラス ワン) in瀬野学区～

　広島市東部障害者デイサービスセンターは自宅にこもりがちな障

害のある方々が創作活動や軽作業、日常生活訓練、機能訓練等を行

い、その自立を図ることによって社会との交流を深めることを目的

に平成13年4月に開所しました。

　この度はデイサービスセンターの手作りクラブの利用者に「みんなの

福祉」の題字を作成していただきました。

様子等、普段は見えない地域の

様子に気づくことができ、１つの

楽しみになっているそうです。

　ウォーキングを行う中で、自粛

生活中に断捨離をされた方が「自

分では使わないけれど、まだ使えるもの」をリーダー宅に持

参されるようになり、フリーマーケットの動きが生まれたと

のことでした。

　フリーマーケットで持ち帰ったものを個々で加工した小物

や、着物をリメイクした手作り小物がフリーマーケットに並

ぶこともあるそうです (*^^*)

しっかりと空けんとね！

　中河原町内会域では毎週「いきい

き百歳体操」が行われております。

　しかし、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため令和２年３月から５

月まで活動休止されました。　

　その間も何とか自宅に閉じこもら

ない時間ができるように…との思いからウォーキングが開

始されました。感染防止策として、持参した印鑑で出席簿

へ押印し、複数人の場合は、互いの間隔を空けてウォーキ

ングへ出発されていました。

　ウ ォ ー キ ン グ を 行 う

と、自宅近くの川に鯉や

亀がいること、平成３０年

７月豪雨災害からの復興の

再利用の玉手箱！じゃ～

着物がポイント手帳カバーに変身！！

いざウォーキングへ！

いってくるけぇ出勤簿へ捺印 どれにしよう～？
よ～歩いたわ

ただいま～！！

～ほっこりした瞬間～
と  き

　リーダーの江口さんは「町内には高齢者がとても多い。現

在行っている百歳体操やウォーキングへ参加してもらうこと

で地域の皆さんが少しでも長く元気でいてくれたらうれしい。

ウオーキングを始めて百歳体操とは異なる地域の方々の顔も

見られるようになり、新しい“つながり”も生まれたよ」と笑顔

でお話くださいました♡



～平成30年7月豪雨災害から２年が経過しまた～

矢野南百歳体操の再開に向けての工夫

　末永さんが「3人はお互い言いたいことを言い合える間

柄、自分の健康寿命を考慮しながら、元気でいられるうち

は、出来る限り地域と密着したお世話ができれば・・・」と話

されると他の2人からも笑顔が見られました。

　２部制にして百歳体操を

再スタート。新しい生活様

式に基づき、会場の配置や

受付での対策、掲示物の工

夫が行われていました。

　天候は生憎の雨模様でした

が、3人で手分けをして手作り

の再開案内書等を参加者宅に

戸別配布しました。

　矢野南百歳体操では、活動自

粛に伴う通知文の配布やその

他関係機関からのチラシ等を

配布する為今回を含めて3回戸

別配布されています。

 瀬野学区におけるマスク配布の取り組み

　瀬野学区連合町内会では各種行事等の中止に代わり、災害時の避難の際に新型コロナウイルス

の感染防止に役立ててもらおうと、学区のおよそ2300世帯にそれぞれ10枚ずつ配布しました。

　7月4日（木）に瀬野福祉センターに役員等15名が集まり、マスク約23,000枚を町内会ごとに

仕分ける作業を行いました。仕分けにはマスクの入った袋と配布のお知らせをセットにして各町

内会長へ配布をお願いしました。

犠牲者の同級生が
「忘れない あの日 
あの刻 絆の輪」と
揮毫した記念碑

梅河ハイツの完成
間近の砂防ダム

災害発生から数日後に地元ボランティア
による土砂撤去作業が行われていた瀬
野駅東側踏切付近の当時(左側)と現在
(右側)の様子

６月８日（月）

６月11日（木）

６月24日（水）

コロナ前の様子

～ほっこりした瞬間～
と  き

　世話人全員が集まり、体操の

再開に向けて椅子の配置や検

温、消毒等、対応を念入りに話

し合われました。

　話し合いでは、初めてのこ

とであり、「感染防止にはこれ

が良い」と言われることはた

くさんあるが、矢野南百歳体

操で可能な範囲で感染防止に

努めながら、活動を行ってい

くことを共有されていました。

　また、この日は参加者の体温チェックのために購入され

た非接触式体温計で、検温の練習も行われました(*^^*)

　矢野南学区では「ふれあいクラブ」を中心と

した活動が多くあり、矢野南百歳体操もその一

つです。

　今回は矢野南百歳体

操で中心となってお世

話をされている３名

（濱尾さん、末永さん、

井上さん）へお話を伺

いました。

綿密な打合せ
１日でも早く・・・

平成30年7月 令和2年7月

配布した
チラシ

瀬野福祉センター前
の記念碑

再スタート！！

コロナに負けん！～心は密に～

コロナに負けん！～心は密に～
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令和２年７月豪雨による被災地への義援金のご協力をお願いします。

※中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
注意：義援金や寄附集めを装った詐欺に充分にお気をつけください‼

金融機関

ゆうちょ銀行

口座番号

00140-4-325150

口座名義

中央共同募金会令和２年７月豪雨災害義援金

支店名

－
義援金の
お振込先

　7月3日（金）から数日間にわたり、線状降水帯による大雨が九州地方や中部地方等に降ったことで、土砂崩れや川の氾濫、
道路の寸断等の災害が発生し、多数の死者や行方不明者が出ました。
　平成３０年広島豪雨災害の際にも全国から多くの義援金や安芸区災害ボランティアセンター運営にかかる支援金（318万
円）が共同募金会を通じて寄せられました。　
　社協では関係団体と連携し、被災者への支援活動を行うとともに、義援金のご協力をお願いしています。

平成31年度 事業報告・決算報告概要

事業報告概要

　地区（学区･町）社協の「新・福祉のまちづくり

総合推進事業」を中心に継続して取り組みを支

援するとともに、ふれあい･いきいきサロン協力

者研修会や地域福祉推進委員研修会を開催し、

地域福祉活動やボランティア活動を推進する担

い手の育成や拡大に努めました。

　また、「広島市生活支援体制整備事業」にお

ける安芸区区域協議体を立ち上げ、「たすけあい

の場」や「通いの場」の充実に向けた協議を行い

ました。あわせて「介護予防･日常生活支援総合

事業」を推進するため、住民主体の取り組み実

施団体の拡充とその支援に努めました。

109,797,939円
収　入

支
出
の
部

法人運営
地区社協育成事業
福祉推進事業
ボランティアセンター活動事業
権利擁護事業
受託事業
貸付事業
公益事業
当期末支払資金残高

38,919,891円（35％）

5,102,834円（5％）

963,446円（1％）

5,263,834円（5％）

153,000円（0.1％）

3,667,004円（3％）

2,925,000円（3％）

35,899,944円（33％）

16,902,986円（15％）

109,797,939円
支　出

収
入
の
部

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
雑収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高

849,000円（0.77％）

60,000円（0.05％）

100,000円（0.09％）

42,840,579円（39％）

46,676,004円（43％）

74,700円（0.1％）

400円（0.0004％）

114,931円（0.1％）

2,905,000円（3％）

16,177,325円（15％）

安芸区ボランティアまつりの延期について

赤い羽根の共同募金
～自分のまちをよくするしみ～

　第40回安芸区民まつりが来年度へ延期されたことに

伴い、安芸区ボランティアまつりの開催も来年度へ延

期とさせていただきますので、ご理解いただきますよ

うよろしくお願いいたします。

　安芸区社会福祉協議会では指定管理者として、次の
施設の管理運営をしています。地域の様々な活動にお
使いいただけますので、ご利用をお待ちしています。

※使用目的によって申請日や使用料（有無）が異なりますので、
詳細は各施設にお問い合わせください。

畑賀福祉センター

安芸区畑賀3-30-14
TEL：827-0083

船越老人いこいの家

安芸区船越5-17-12
TEL：823-1926

阿戸福祉センター

安芸区阿戸町6038
TEL：856-0294

安芸区地域福祉センター

安芸区船越南3-2-16
TEL：821-2501

矢野老人いこいの家

安芸区矢野西5-18-33
TEL：888-6401

指定管理施設の利用について

各 施 設 の

ご 案 内

 今年も10月1日から12月31日の期間で赤い羽根共同募

金活動が実施されます。赤い羽根共同募金は昭和22年

から現在まで続く歴史ある全国的な運動です。

　皆様からいただいた募金は、高齢者

や子育てサロン等の身近な地区社協

活動や災害ボランティアなど被災地を

応援するために活用されます。皆様の

ご協力をお願いいたします。

決算報告概要



金月 節男/横川 栄子/住田 信男/下河内 美保子/小林 弘文/平山 章/住田 彰憲/
原 道明/西山 武則/佐々木 昇/澤田 さちゑ/竹内 悦子/竹内 洋信/高橋 正信/
渡部 光子/佐々木 美代子/水戸 君子/大下 清江/鉦谷 美香/山根 茂子/長久 美智子/
鎌倉 祥子/住本 照文/村上 幸/髙山 正子/大石 百合子/谷中 和子/菊本 輝彦/
倉岡 弘至/天野 房枝/太尾田 道子/匿名１名

瀬野学区社会福祉協議会・瀬野学区社会福祉協議会女性部 さくらの会・瀬
野地区民生委員児童委員協議会・瀬野川地区心身障害児者父母の会

瀬野地区

賛助会費の報告と募集について

（敬称略、順不同）

船越地区

畑賀地区
中島 幸子/藤岡 俊彦/大下 哲夫/中江 紀美子/寺本 公彦/原田 まゆみ/
藤原 志保子/土井長 一/庭尾 賢三/谷本 正司/藤岡 まり子/吉井 章子/
曽田 ハル子/井上 戴三/河野 加代子/寺本 和雄/熊野 和雪/佐々木 高治/
山崎 憲治/清水 照美/西畑 シオリ/今西 由賀子/佐々木 洋子/山﨑 紘一/
重田 孝義/吉本 康子/三宅 弓恵/三浦 義雪/天畠 加寿子/小関 千鶴/
影広 速子/佐藤 恵美子/乗末 成吾/乗末 多美子/土井長 千代子/谷本 光明/
川島 世子/大﨑 靜子/河野 チトシ/森野下 孝子/井上 満代子/神田 寿美/
川手 幸治/井上 勝彦/田部 信滿/森下 榮子/中津 公子/大下 君枝/河野 芳徳/
髙橋 絹枝/上垣内 啓治/土井長 明/熊木 和子/河野 和代/熊野 ムツ子/
福留 達明/銅道 葉子/大門 裕/乗本 惠子/賀川 美津枝/坂本 寿美代/
匿名８名

畑賀地区社会福祉協議会・畑賀女性会・社会福祉法人共助会 グループホ
ーム畑賀時計台

阿戸地区
景山 香葉/出口 勝紀/松田 康憲/林 文明/久光 肇/小森 のぞみ/小森 崇/
平山 宏幸/伊藤 広子/川崎 博子/宇野 耕次/末永 宏征/堀内 直子/京才 小夜子/
匿名２名

阿戸地区社会福祉協議会・阿戸地区民生委員児童委員協議会・社会福祉法人
無漏福祉会障害者支援施設 あとの郷・社会福祉法人 あと会・阿戸町女性会

中野地区
金子 郁枝/茶山 寛/上本 陸雄/山根 勝夫/西村 千賀子/後藤 昭子/大岡 和夫/
溝上 勤/岡田 郁枝/三戸 一秀/秋末 正義/西京 雄二/粟根 武夫/福森 輝彦/
辻 隆行/中野 信博/坂井 克爾/山岡 一弘/植野 芳記/西東 美苗/波多 修三/
宗藤 厚生/金子 正昭/平原 節江/植野 孝夫/滿長 まさ子/金子 雅夫/
佐々木 隆之/秦 秀子/西山 公子/山下 隆/河野 公子/林 浩二/大林 亮子/
前田 眞弓/金子 洋子/住吉 裕二/上田 勝子/立川 奈緒美/北尾 真喜子/
竹本 田鶴子/阿登 繁子/山本 俊男/葉田 繁美/匿名３名

中野地区民生委員児童委員協議会・専念寺 仏教婦人会・有限会社 ヨシダ防災

中野東地区
𠮷田 秀登/木村 肇/片山 澄恵/𠮷田 裕幸/前田 要次/吉島 稔/島田 兵二/
中本 敬三/正木 恵美子/和田 幸治/秦 常雄/松田 千秋/相原 道子/髙 清美/
藏野 洋子/田畑 とみ子/岡垰 浩美/杉田 輝男/西田 堅造/二川 明/内海 知巳/
鈴木 英子/山野井 恵子/大林 昭江/西井 康子/神内 幸枝/門前 賢四郎/中原 洋子/
宮野首 節子/薗田 勝敏/原田 陸三/中野 美津枝/花木 和子/福井 祥江/桑原 長/
中川 智美/住田 浩子/杉田 正信/戸田 郁子/平原 秋子/宇佐 日出見/野口 紘江/
岡田 千津子/永尾 稔晴/鎌田 悦子/鎌田 哲成/津田 フジ子/本城 忠昭

中野東学区社会福祉協議会・中野東地区民生委員児童委員協議会・社会福
祉法人共助会 時計台障害者支援施設・隨泉寺仏教婦人会

安芸区心身障害児者父母の会・特定非営利活動法人 カムカム・社会福祉法
人　広島市手をつなぐ育成会　安芸区支部・安芸区認知症の人と家族の会
・安芸区母子寡婦福祉会・安芸区ボランティアグループ連絡会

正木 満章/正平 奈々/岡本 真理子/﨑井 優香/宇佐美 和人/松井 裕子/山田 敦子/
大﨑 美子/井上 ゆかり/蔦 和雄/元山 優子

安芸区外等

テレビとDVDプレーヤーのご寄附のお願い

　安芸区内ではたくさんの「つどい場」があります。この「つどいの場」

では、茶話会や体操など様々な活動を通して地域住民の交流を深める

ことで“つながり”づくりを進めています。

　こうした活動に取り組んでいくにあたり、一部の「つどいの場」では、

体操のために必要なテレビやDVDプレーヤーが必要となっています。

ぜひ、ご使用にならないテレビなどがありましたらご寄附をお願いい

たします。

　ご寄附いただける方は、安芸区社会福祉協議会までご連絡ください。

ご寄附のお問い合わせ先

広島市安芸区社会福祉協議会
社会福祉法人　

FAX:（082）821-2504

TEL:（082）821-2501

住所：広島市安芸区船越南三丁目2-16 
　　安芸区総合福祉センター3階

　平成31年度の賛助会員を募集しましたところ、おかげをもちまして個人より280口、団体より41口、計849,000
円の賛助会費が寄せられました。この浄財は、高齢者や障害者支援、ボランティア活動推進のため、有効に活用させ
ていただきました。ここに報告いたしますとともに、心より厚くお礼申し上げます。なお、令和2年度につきましても、
さらなるご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

植田 啓介/浦田 登/豊永 洋子/山本 裕子/二澤 昭登/上松 敏郎/菅田 芳郎/
児玉 匤敏/中村 順子/中村 香/栃岡 ミツエ

船越地区社会福祉協議会・船越地区民生委員児童委員協議会・船越学区公
衆衛生推進協議会・船越地区連合町内会・竹浦町内会・船越町女性会・ボ
ランティアグループ えんの会・荷場片山町内会・花都町内会

望月 寛/窪田 寛三郎/畠山 昭雄/重本 義紀/坪井 邦夫/天畠 重博/檜山 昭子/
城 範子/畠山 靖通/永田 常之/河村 洋美/藤登 弘郎/河内 正行/瀬戸 清隆/
伊東 次男/髙山 アキコ/山崎 純子/向井 亮子/大杉 美和子/木村 守夫/畝本 紀由子/
熊本 篤子/山田 緑/薮本 タツエ/河田 スミ子/佐々木 美登里/東 クニヱ/
西垣内 宏子/小坂 勝江/山崎 和子/飯田 順子/河端 和枝/湯浅 園江/木戸 弘美/
岡田 雅彦/岩田 正明/數實 明/匿名２名

矢野町社会福祉協議会・矢野地区民生委員児童委員協議会・矢野町社会福祉
協議会・シタマチ協力隊・矢野地区心身障害児者父母の会・矢野町女性会

矢野地区

矢野南地区
福永 博/天畠 悦子/竹本 利郎/加茂 壽美/深田 加代子/綛村 栄子/大元 充

矢野南学区社会福祉協議会・矢野南地区民生委員児童委員協議会


