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令和3年度の上温昂地区社会福祉協議会総会は、会揚の温昴福祉センターが耐震工事で7月末まで使用できないた

め、書面での審議により、理事会・総会の開催となりました。

すべての議案について過半数の承認を得て可決されました。 （会員数68名 回答者数58名 ） 

日 予 算 】
【重点目標】 ＼ （収入の部） 的） （支出の部） （円）

(1)近隣ミニネットワーク活動の推進

(2)ボランティアバンク活動の推進

(3)児童青少年なと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

会費

助成金

巳赤・共同募金

事業収入

寄付金他

雑収入

収入合計

851.441 

366,200 

598.000 

20.000 

643,000 

152,000 

゜2,630,641 

上温品地区社会福祉協議会ホームページ開設

事務費 270,000 

会議費 75,000 

事業費 1.503.000 

負担金 34,000 

相談室維持管理費 77,.000 

雑費 10,000 

予備費 661.641 

支出合計 2,630,641 

https:/ /www.com-net2.city.hiroshimajp/kaminukushina/ 

令和3年3月上温品地区の町内会・自治会、各種地域団体、関係機関などの情報提供や情報交換の場として

上温品地区社会福祉協議会ホームページを開設いだしました。

『上温品地区社会福祉協議会』 又は 『Netかみぬく』 を 検索

『米作り体験学習』 の支援

社協ボランティア部会のメンバー6名が、上温品小学校5年生の『米作り体験学習』の支援をしています。

6月2日代かき、 6月9日田植えの指導を行いました。お米ができるまで稲刈り・脱穀の支援をします。

〇 医療法人たかまさ会山崎振計浣（入院応需）
＊回復期リハピリテーション病棟有')*

0280-1234匿 289-0866回 0120-280-161 広島市東区上温品1丁目 24-9
総合内科・呼吸器内科・循環器内科・肝疾患・脳神経内科・放射線科・リハビリテージョン科・歯科

介護老人保健施設ウェルフェア 介護付き有料老人ホームメイプル馬木ら~=7;~温~~-;;;,~ケア I r::::5: ご雷悶4-8881
広島市東区上温品1丁目 21-6 広島市東区馬木7丁目 1994-1
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上温昂北老人運動広場（菰口）完成 万
}
~

令和 3年3月『元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業』を活用し、上温品社協と各種団

体が協力して、「上温品北老人運動広場（菰□）」を整備しました。この広場は、グラウンドゴルフや、

ペタンク、クップなど生涯スポーツが行えます。

また、この広揚は菰□憩いの森に隣接しており、松笠

山～ニヶ城山の中間点にもあたるので、ハイキングや自

然観察会等の休憩所としても利用できます。

上温品地区の全住民（子どもから老人まで）を絆で結

び、地域の連携、活性化、安心で安全なまちづくりに役

立つ施設として活用したいと思います。

広場の利用に関する問合せは、上温品体協事務局

【朝長（ともなが） 090-2291-0871】まで。

≪防災関係情報≫ 上温品地区自主防災会連合会

（上中町内会三世代交流）
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~- 麟鼓える嶋疇バ1卜t//J応織麒霞鑢
「介護」の技術と知識を習得するために、令和3年2月26日から2

名の技能実習生が山崎病院で働いています。技能実習制度とは、新興国

の若者が、日本で働きながら身に付けた技術や知識を母国に持ち帰るこ

とによって、母国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的

とした日本の国際貢献施策のひとつです。

山崎病院は、技能実習生の受け入れにあたって令和元年7月に実際に

ベトナムヘ訪問し実習応募者4名の採用試験を行い、うち2名の採用を

決めました。

実習生は、コロナ禍で少し時期はズレまし

たが、入職から約3ヵ月、日閃の介護業務を

通じて介護の基礎知識を学び、また業務の合間や自宅では日本語の勉強

にも一生懸命に取り組んでいます。

初閃しく健気に努力している姿は、実は私たちにも良い刺激を与えて

くれました。若い技能実習生2人と、山崎病院は一緒に成長していきた

いと思います。

山崎病院人材開発担当部長 石根圭太

（ジーツ交換の風景）

1)今年も一時避難所は上温品集会所です！

梅雨時期、台風時期の豪雨で毎年 2,....,3回、一時避難所を開設しています。今年も
上温吊地区の一時避難所はコロナ禍のため、従来の介護老人保健施設「ウェルフェア」
から上温品集会所を利用して頂きます。ただ、施設の収容能力から満杯の可能性があ 一ヽ●匹

り、その際は他地区（温品、福木）の一時避難所を利用して頂くことになります。ご承知おきください。

「避難」とは避難所へ行くことだけが避難ではありません。コロナ禍でもあり危険が迫ったときに自らの命を
守れるよう、日頃から安全な場所にある親しい近隣の友人／知人宅やホテル等への避難もコ却寸ください。

2)防災アプリ情報
いざという時に役立つ各種防災アプリが準備されています。スマートフォンやパソコンから最新の情報を入手

し災害に備えましょう。

① 府中大川防災ライブカメラ

U R L : https:/ /www.heazl.com 
ユーザー名： hiroshima 
パスワード： 1751city 
上温品地区のライブカメラ：

02001 fuchuokawa 

②広島市避難誘導アプリ

府中大川の水位や濁流等の様子が防災ライブカメラ画像から把握できます。

特に河川周辺にお住まいの方は この防災ライブカメラ画像で河川の状況を確認ください。

また広島市避難誘導アプリも各種避難清報等関係情報が入手できます。

疇ヽ 疇、 生温品ちびっ こ桜まなか ・唸魯 疇、
～こどもの笑顔と明るい声～令和4年3月開催予定

この度、広島市の‘‘まるごと元気"地域コミュニティ活性化補助事業として、上温昂地区社会福祉協議会が主管

として、『上温品ちびっこ桜まつり』を開催します。
少子高齢化が進み、地域で子ともたちの元気な遊び声が少なくなっています。地域の活性化には次世代を担う

子ともたちが、育った地域を愛し先輩たちから地域行事なとを受け継いでいくことが欠かせない事だと考え実施

する運びとなりました。

このまつりは、子どもたちが住んでいるこの地域が思いで多い「ふる

さと」になればと考え行われるものです。昔のあそびの伝承や各種のイ

ベントを通じて、幼児から高齢者までのふれあいの中で、心豊かな人間

に成長してもらいたいと願い実施するものです。

『上温品ちびっこ桜まつり』の会場は、桜の名所である上温昂第四公

園とし、桜が咲き誇る3月末に開催する予定です。この頃にはコロナ感

染が収束していることを願っています。子ともの皆さん楽しみにしてい

て下さい。
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「上温品第四公園桜」

不動産総合コンサルタン ト

シンアイ
不動産販売（樹

東区上温品1丁目31-1 1 
TE L.082-280-1 21 2 

お好み焼き

あんのん
雹289-0880

〒732-0032 東区上温品一丁目 31番 11号

FAX 280-1166 
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温昴中学校の新しい校長先生紹介
この春に温品中学校へ赴任して参りました佐衛田（さえだ）と

申します。東区での勤務は初めてで、皆様に教えを請うべきこと

はたくさんあると思います。どうぞよろしくお願いいたします。

中学校では今年度、新しい学習指導要領が完全実施になっており、新しい学力観

に沿った新しい教科書で生徒たちは学習しています。その学習指導要領には『「より

よい学校教育を通じて、よりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、

連携・協働しながら・ー』ということが記されています。

また、広島市の教育のあり方を定めた「広島市教育大綱」がこの3月に改訂され、

その冒頭には「未来を担う子どもの育成こそが、これからの広島の発展の礎」と書

かれ、子ともに関わる全ての人の連携・協働の重要性が述べられています。

新学習指導要領、広島市教育大網のとちらもキーワードは、学校と地域、社会 佐衛田（さえだ）校長先生

の「連携・協働」です。

実は 5月の下旬に、地域の方から、中学生が下校中に雨の中で倒れた単車や女性の方を起こしてあげていた

行為に対して、大変温かいお手紙を頂戴しました。生徒へも披露しましたが、子どもたちを本当に温かく見守っ

てくださっている地域の皆様への感謝とともに、子ともたちの気持ちのよい行為が、逆に地域の方を力づけるこ

ともあることを改めて実感しました。

「未来を担う子どもたちの育成こそが、これからの地域の発展の礎」という理念を学校と地域が共有しなが

ら、よりよい迦携・協働のあり方を、皆様と共に検討して参りたいと思います。

今後とも、本校の学校教育活動にご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

ヽ ／
 

＊新型コロナウイルスの影響により、以下の行

事が中止となっております。

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。

・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
・温品ふれあいフェステイバル

毎月11日のイオン・デーは、幸せの黄色いレシートの日。

Step1. 精算時にレジで黄色いレシ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。

《上温品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。

令和3年度 賛助会員妻集のお願い
賛助会とは…丘品屯地区社会福祉協議会の活動に闘司していただけるi世咸のみなさまに、会員になっていただきこ支援
いただくものです。 「i世郵辮で安じI• 安全なまちづくり」の為近憐ミニネットワークやいきいきサロン、野守りや相
談、ボランティア等i世戒性に見合った福祉活動をしています。

賛助会費••◆個人 一□1 CXX)円 ◆団体ーロ aCXX)円
～温吊福祉センターで随時受付中！何□でもこ加入いただけます～

≪編集後記≫ コロナ禍の生活にも慣れてきて、家での過ごし方、外出時はくつ下を履くようにマスクを善用。

外では小まめな手洗いとアルコール消毒をアライクマのようにかかさない。でも、なんだかモヤモヤするのは

気のせいだろうか。。知らす知らすにストレスが溜まっているのかもしれない。コロナではない、見えない心

の病にも気を付けたい。

地 域社 会 の 発展と活性化に努めます
¢へ
臼
一広 島 東部地 区マツ

（上温品・温品・馬木•福田）
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