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第142号
お問い合わせ先

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

TEL

082-294-0104

西区社協の新しい正副会長です
令和３年６月１７日（木）に行われた理事会で、西区社協の新期正副会長が決まりました。
地域福祉活動の充実や人と人とのつながりの再構築が求められる一方で、昨年から続くコロナ禍にも収束
の見通しが立たないという難しい時代ですが、今後の西区社協の舵取りを担う新しい正副会長から、区民の
皆様に一言ご挨拶申しあげます。

会 長

打越 勲

前期末で西区社協の会長を退任された水戸川旭前会長に代わり、第２回理事会で新しい西区社
協の会長に就任いたしました。よろしくお願いいたします。
社協活動には昭和の時代から、かれこれ３０年以上関わっています。その間、社会にも福祉の
考え方にも様々な変化がありましたが、「わがまちを良くするのは住民の力」という思いで活動を
続けてきました。
近年、地域福祉活動に対する期待がますます高まっており、区社協としてもその期待に応えて
いく責任を感じています。これからも区民の皆様と一緒になって、「支えあいがあるまちづくり」
への一層の取組みを進めたいと考えています。

副会長

橋川

徹

２０４２年頃には
高齢者人口がピー
クとなることが予
測されています。
地
域に住む人々がお
互いに支えあいな
がら生活できる環
境を目指したいと
思います。

コロナ禍で各種
地域行事が困難な
中ですが、
健康的で
明るい西区を共に
創り上げましょう。

兼重

雅宏

月村

佳子

川風・潮風・緑の
風！ 自然の応援の
中の魅力あふれる
町並み西区！ 大好
きです。
皆様と共に
安心・安全のまちづ
くりに 頑 張りたい
と思います。

西区災害ボランティアセンター
令和３年８月半ばの大雨による土砂災害で被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげます。
西区社協では、８月１８日（水）に災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災地区の地区社協や町内会、関係
行政機関等と協力しながら、応募いただいたボランティアの派遣調整により復旧のお手伝いをしています。
このことについては、次号以降でまた詳しくお知らせいたします。

「やあ こんにちは！」
で取り上げたい西区内の人・団体・モノなどありましたら、
西区社会福祉協議会まで情報をお寄せください。

この広報誌は、
（財）
多山報恩会の助成金および共同募金配分金により作成しました。
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地区社協活動拠点活性化支援事業

〜オンラインで交流会を開催しました〜

地区社協活動拠点活性化支援事業について
令和3年度より始まった地区社協活動拠点活性化支援事業は、
活
動拠点で決まった時間に相談ができる常駐スタッフを配置し、
地域
住民の困りごとや相談ごとについて話をお聞きし、
各機関等へつな
げる支援を行う事業です。
今回は、
この地区社協活動拠点活性化支援事業を実施し、令和3
年度に常駐スタッフを配置した3つの地区社協活動拠点(南観音学
区社協・古田学区社協・井口地区社協)が行った交流会について紹介
します。
交流会を行うきっかけは、活動拠点で活動をされている常駐ス
タッフから、
「 他の西区の活動拠点は、どのような雰囲気なのかし
ら？」
「住民からどんな相談があるのか知りたい。」という声があ
がったことです。

南観音学区社協

古田学区社協

井口地区社協

コロナ禍であったため、
各地区の活動拠点からオンラインで交流
会を行いました。
活動拠点の雰囲気や、
活動を開始してからの約３か
月間の状況、
相談内容について話し合いました。
これまで各活動拠点に寄せられた相談としては、
「介護保険制度
の利用について、
どこに問い合わせをすればよいのか。
」
「近くの病
院の場所を教えてほしい。
」
「新しくサロンを開設したいがどうすれ
ばよいのか。
」
等があったそうです。
オンラインで交流会を開催して、
常駐スタッフからは、
「他の活動
拠点の様子や常駐スタッフの人柄が分かって良かった。」
「地域で
あった相談の共有ができた。
また何かあれば、
このような時間を設
けて欲しい。
」
との感想がありました。

〜活動拠点常駐スタッフの方にオンライン交流会を通して、
今後活動拠点をどのような場所にしていきたいかお聞きしました〜
4月当初の相談は、
０件でしたが、徐々に増えてきてい
ます。もっと住民の方々に活動拠点と自分たちがそこで
何をしているのか、知っていただきたいと思っています。
相談ができる場所としていますが、地域の方々が、もっ
と気軽に立ち寄って話や雑談もできる場所になっていけ
ればと考えています。

古田学区社協 小畑さん
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チャリティーミュージックフェスティバル
『障がい者 はばたこう この時に!! ： チャリティーミュージックフェスティバル』

7月10日
（土）
に西区民文化センターで白い杖SOSシグナルをひろめる会広
島主催の
「第1回チャリティーミュージックフェスティバル」
が行われました。
受付で
の消毒や検温に加えて、
演奏中に合唱や手拍子を行わないなどの感染対策を実
施して開催されました。
参加者の美しい演奏と歌声に、
多くの人が体を揺らしてリ
ズムを取っており、
制限がある中でも楽しもうという雰囲気に包まれていました。
音楽を通して会場の人々が1つになる様子は、
これからも障がい者と健常者の共
生がさらに進んでいく、
明るい未来を感じさせるものでした。

ご寄付ありがとうございました 《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同（令和2年8月21日〜令和3年8月末）
令和元年台風第19号災害義援金
古田学区社会福祉協議会様 古江女性会(古田学区社会福祉協議会)様 原田明様
大芝地区社会福祉協議会様 己斐上学区社会福祉協議会様 観音学区社会福祉協議会様 高須学区社会福祉協議会様
己斐東学区社会福祉協議会様 山田地区社会福祉協議会様 井口台地区社会福祉協議会様 庚午地区社会福祉協議会様
草津・庚午南地区社会福祉協議会様 三篠地区社会福祉協議会様 西区認知症の人と家族の会様
井口明神学区社会福祉協議会様
令和2年度7月豪雨災害義援金
大芝地区社会福祉協議会様 庚午地区社会福祉協議会様 山田地区社会福祉協議会様
井口台地区社会福祉協議会様 井口明神学区社会福祉協議会様 観音学区社会福祉協議会様 南観音学区社会福祉協議会様
己斐東学区社会福祉協議会様 己斐学区社会福祉協議会様 草津・庚午南地区社会福祉協議会様

草津・庚午南地区社会福祉協議会様 井口台地区社会福祉協議会様
大芝地区社会福祉協議会様 己斐学区社会福祉協議会様 庚午地区社会福祉協議会様
山田地区社会福祉協議会様 井口明神学区社会福祉協議会様

令和3年2月福島県沖地震災害義援金

井口地区社会福祉協議会様
観音学区社会福祉協議会様

草津・庚午南地区社会福祉協議会様 井口明神学区社会福祉協議会様
大芝地区社会福祉協議会様 山田地区社会福祉協議会様

令和3年島根県松江市大規模火災義援金

己斐上学区社会福祉協議会様

令和3年7月大雨災害静岡県義援金

己斐学区社会福祉協議会様

草津・庚午南地区社会福祉協議会様
井口台地区社会福祉協議会様

大芝地区社会福祉協議会様

弁護士無料法律相談
時： 令和3年11月17日(水)
13：00〜16：00
● 場
所： 西区地域福祉センター
● 相談内容： 弁護士による法律相談
親子関係、多重責務、破産、過払い金取り戻し、
土地のトラブル、離婚、相続、少年事件等
● 定
員： 6人(1人30分)

● 日

※事前予約必要 ※先着順 ※西区居住の方優先

● 受付開始日： 令和3年10月19日(火) 8：30〜

申し込み

広島市西区
社会福祉協議会
TEL.

082-294-0104
FAX.

082-291-7096

お知らせ
令和3年10月2日(土)に予定してお
りました「西区福祉大会」ならびに
「西区福祉まつり」
は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため開催中止
となりました。
楽しみにされていた皆
様には申し訳ありませんが、
ご理解
くださいますようお願いいたします。

赤い羽根共同募金のお礼
〜あなたは一人じゃない。支える人がいて、支えられる人がいる〜
赤い羽根共同募金にご協力いただき誠にありがとうござ
令和２年度募金実績額
います。社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れ
(広島市西区共同募金委員会実績分)
た地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域
福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶん
9,194,735円(令和３年３月31日現在)
の町をよくするしくみ。」として、取り組まれています。
「困ったときはお互いさま」の精神から始まった赤い羽根の募金活動。今年度も 10月1日から 3月31日ま
での間に募金活動を行います。ご協力よろしくお願いします。
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みなさまのあたたかいお気持ちは、西区内
の地域福祉活動を推進する貴重な財源として
有効に使わせていただきます。

ご加入ありがとうございました

《賛助会員・特別賛助会員 加入者ご芳名》
＊順不同（令和2年12月18日〜令和3年8月末）

＜賛助会員＞
野村陽子様 中野玲子様 平野千代子様 國武訓扶衞様 大杉幸雄様 古道博彦様 浜松康弘様 竹本トシコ様
田口隆様 原田明様 久保田守様 山下雅子様 桂川寿和子様 大迫武尚様 西原繁子様 廣方一男様
岡本和三様 小松孔二郎様 久保田蓋世様 山木路子様 定丸達彦様 前田ひろみ様 打越勲様 菅原博様
藤本博俊様 一原寿様 平松亘様 奥山永子様 畑中義孝様 桑野栄子様 田中正男様 阪本貢様 豊島裕子様
倉田卓治様 藤田雅則様 𠮷川元荘様 常森洋子様 河村正志様 内藤邦雄様 月村佳子様 石川清和様
光田登喜子様 東友一様 田頭一徳様 西吉義昭様 兼重雅宏様 原田明様 久保田正幸様 匿名10名
＜特別賛助会員＞
井口明神学区社会福祉協議会様 大芝地区社会福祉協議会様 有限会社 よねさき様
己斐地区民生委員児童委員協議会様 観音地区民生委員児童委員協議会様 西区認知症の人と家族の会様
己斐上学区社会福祉協議会様 井口台地区社会福祉協議会様 己斐学区社会福祉協議会様
㈱合同総研様 ひかり保育園様 広島市西部障害者デイサービスセンター様 西区母子寡婦福祉会様
大芝地区民生委員児童委員協議会様 草津地区民生委員児童委員協議会様 己斐東学区社会福祉協議会様
天満地区民生委員児童委員協議会様 福島地区民生委員児童委員協議会様 井口台地区民生委員児童委員協議会様
三篠地区民生委員児童委員協議会様 井口地区民生委員児童委員協議会様 庚午地区社会福祉協議会様
荒木脳神経外科病院様 株式会社 マリモ様 くすのき苑様 己斐上地区民生委員児童委員協議会様
井口地区社会福祉協議会様 高須地区民生委員児童委員協議会様 南観音地区民生委員児童委員協議会様
古田地区民生委員児童委員協議会様 西区心身障害児者父母の会様 広島市西区老人クラブ連合会様
観音学区社会福祉協議会様 株式会社Gトラストグループホーム令和の杜様 鈴が峰地区社会福祉協議会様
古田学区社会福祉協議会様 草津・庚午南地区社会福祉協議会様

ご加入いただくには
賛助会員

※何口でもご加入いただけます

： 一口＝2,000円 個人対象

特別賛助会員： 一口＝5,000円

郵便 振 替口座

企業・団体など対象

01350-9-16537

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会
(振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せください）

ご寄付ありがとうございました

《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同（令和2年8月21日〜令和3年8月末）

一般寄付

久保田正幸様 広島鯉城断酒会様
広島友の会新己斐方面様 打越勲様
明るい社会づくり運動西区協議会様

物品寄付

満岡れい子様

橋本玲子様

※営利法人の場合は、法人税法第３７条による額が損金算入されます。
個人の場合は、所得税法第７８条により寄付金控除が受けられます。

地区社会福祉協議会が発行している広報紙を、
地域情報を
ホームページに
西区社会福祉協議会ホームページに掲載しています。
掲載しています！ ホームページ：http：//www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
■編集・発行
社会福祉法人

広島市西区社会福祉協議会／広報委員会

〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号
西区地域福祉センター４階
TEL 082-294-0104
FAX 082-291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ：http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
Facebook：https://www.facebook.com/nishi.shakyohiroshima

