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上 温 品 地区

社会福祉協議会

つ
明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
上温品地区社会福祉協議会では、主に次の●業に取り組みます。 l¥___,,,,,,m 
広島市が昨年2月に策定した「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」に基づき、地域として、防災、防犯、福祉、子ど

も違の育成、環境美化、交通安全、伝統文化の維持、スポーツなど日尺の●らしを充実させるうえで欠かせない役割を担うと
ともに、地域資濃を活用した活動により、町の賑わいを劃出するため、 「新たな協力体制」襴築を推進しています。
これを受けて昨年11月、上温昴地区内11団体で準傭委員会を設けて協朧を進めており、令和5年度の早い時期に「まち

づくり協議会」 （仮称）を設立し、令和6年度からの活動開始を目指しています。
次に、 「福祉のまちづくりプラン」 （第5次5か年計画）の策定にあたり、昨年9月に実施した住民アンケートの調董では

町内会長他闘係者の皆様には大変お世話になりました。この調董結果及び前述の新たな協力体制の協朧内容を踏まえて、向こ
う5年閻の実施計画を策定します。

昨年までは、新型コロナ感染防止の影●で主催事業のほとんどが中止となり、地域コミュニティが崩壊寸前となっていまし
たが、今年は、感染防止対策を徹底し、事業を開催したいと思っていますので、皆様のご支援、ご協力よろしくお願いいたし
ます。

上温品地区社会福祉協朧会会長大麟•

久しぶりのE3帰り旅臼
11月18日、久しぶりのいきいきサロン日帰り旅行は高田市高宮町の「たかみやの湯の森」に行きました。車窓からの

紅葉を楽しみにしていだのですが、時期的に少し遅く見ることができませんでした。しかし、バスの中ではおしゃべりが
弾み、笑い声があふれ、あっという間に目的地に到着しました。ゆっくりと温泉につかり身も心も温まり、美味しい食事
を堪能しました。帰りには向原の道の駅「やすらきの苑」に立ち寄り買い物を楽しみました。久しぶりの日帰り旅行、和
やかなひとときを過ごしました。 （参加者 会員16名・ボランティア16名）

／今
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≪上温品地区社会福祉協議会ホームページ≫

https:/ /www.com-net2.city.hiroshima.ip/kaminukushina 麗
〇 医療法人たかまさ会 U」齢酎病防忌（入院応需）

＊回復期リハピリテーション病棟有')*

r-1280-1234四 289-0866函 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

n:: 只竺温:~~-7~~ケア 1霊:5:;:宮悶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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温品福祉センター 餅つき大会開催

2022年 12月 18日、温品福祉センターにて第3回餅つき大会が

開催されました。

温品福祉センターの職員さんを中心に地域の皆さまのご協力を得て、

当日は雪が降り、前年よりは人数が少ない中での開催でしたが、綿菓子

や輪投げなどもあり、子ともたちはとても楽しそうな様子でした。

コロナ禍でイベント中止が続くなか、 -

感染対策を行った上で、久しぶりに

町内会、世帯を超えた地域の交流が

できました。

上中町内会三世代交流お餅つき

12月24日、雪の残る寒い中、上中

町内会では三世代交流お餅つきを行い

ました。みんなで力を合わせ杵で餅を

つきました。湯気の出るつきたてのお

餅は柔らかくとてもおいしそうでし

た。

~ 
【餅つきの様子】 【ぺったんぺったんお餅つき】

I 
............................................... 

＇ 温品中学校区地域集会開催 ； 上温品地区社会福祉協議会

保護司会主催の地域集会を令和4年 11月 16日温品中学校で開催しまし ・
： 第二回理事会開催される

た。

地域集会は、保護司の重要な活動の一つで、非行や犯罪のない社会を目指し

て地域の人たちと一緒に取り組んでおり、温品中・温品l」9・上温品l」9及び保護

者の協力をいただいて、毎年持ち回りで開催しています。

今回は、温品中学校の 1年生全員を対象に、広島保護観察所花岡麻央

保護観察官による「犯罪予防一立ち直りを支える一」と題して①犯罪や非行と

は、②犯罪の種類・件数、③犯罪をしたらどうなるのか (20歳未満の場合）、

④なぜ犯罪を繰り返してしまうのか、⑤地域で立ち直りを支える等 につい

ての講演でした。パワーポイント、 DVDを使って、途中クイズを交えながら

解かりやすい言葉での講演を、生徒たちは真剣に聴いていました。

講演後の質疑応笞では、多くの生徒が質問等を積極的に行い、非行や犯罪の

ない地域を目指すことの大切さを理解し、充実した時間を過ごすことができ

ました。

温品中学校 ・士道品小学絞応より

〈上温っ子集会〉 上温品l」1学校
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（地域集会の様子】

11月 12日（土）温品福祉センター

において、令和4年度上温品地区社会

福祉協議会第二回理事会が、理事総数

38名中33名（委任状を含む）の出席

を得、開催されました。令和4年度上

半期事業報告と会計報告が行われ承認

されました。............................................. .. 

⑱ 塁ユ
永年にわたり地域住民の福祉向

上に貢献された3名が令和4年度

広島市社会福祉大会で表彰されま

した。

川崎多喜子さん（広島市長表彰）、

田原美智子さん（広島市長表彰）、

垣内田利理子さん（広島市長表彰・

広島市社会福祉協議会会長表彰）

民生委員・児童委員の活動に広島

市長表彰、社会福祉協議会の活動に

広島市社会福祉協議会会長表彰が

贈呈されました。長年の活動ありが

とうございました。

地域とともに子どもを育てる
温吊中学校校長佐衛田幸嗣

新しい年が明け、はやひと月、今年はとんな年になるので

しょうか。

昨年はコロナ感染の高止まりが続く中、少しすつ行事が再

開されていきました。 11月に3年ぶりに行われた「ふれあい

クリーン大作戦」では、子ともたちが地域の方と一緒になっ

て、自分たちの住む地域の清掃活動を行いました。

普段は何気なく歩く道を何度も立ち止まってゴミを捨った

り、側溝や草むらなどを丁寧に確認しながら一生懸命に活動

している姿がとても印象的でした。中学生も、始めと終わり

の会の司会進行なと、地域の中での役割を担わせていただき

ました。地域の絆を感じる活動となったと思います。地域の

皆様のこ協力ありがとうごさいました。

地域の温かい見守りと多様な人との関わりや承認によって

子どもたちは成長していきます。

今後とも、地域での子と

もたちの活動の場の提供や

学校の教育活動への地域の

方のこ支援をとうぞよろし

くお願いいたします。

子ともたちの人間形成にとって、体験活動はとう

しても必要なことです。体験活動を通して、子ども

たちは人間として必要なことを学んで成長します。

本校では体験活動の一環として毎年、上温っ子集

会を実施しています。本年度も 11月30日に行い

ました。企画委員会の子ともたちが者えだゲームや

クイズに、 1年生から 6年生が 12、3名のグルー

プとなり、挑戦していきます。リーダーシップを発

揮する6年生。協力する下学年の子ともたち。わす

か2時間という短い時間ですが、友情や思いやりの

心等、社会の一員として必要な知識、技能及び態度

を学んでいきます。集会を終えた子ともたちの表情

はみんな輝いています。

相手の気持ちを考え、思いやりの心をもって活動

できる上温っ子を

めさし、これから

も取り組んでいき

ます。

｀ヽ`盲，ヽ,.,•fi,it~l,,. ':~~ .. -y,' 

．，＼ヽ '~ 
¥ A._, .. ~ ヽ・・．、ユ

.'11『
直I 、•ユ、.、

上温昂わが町ふるさと創生の推進事業

【上温品ふるさとカルタ】

「読み札」「取り札」の応募にご協力ありがとうごさいます
く連絡先＞

現在、カルタ作成中です！楽しみにお待ちください! I ゜ 上温品地区社会福祉協議会総務部会
久光員一

090-9415-4647 

o、住 民 ア ン ケ ー ト 調 査(2022)を終えて

u会長悶誓‘町悶：悶澪：塁：、を::~認:;!~;;昇霊：認、し；。<:りは百靡‘す口塁
陰様で、アンケート調査票の配付数 1,775に対し回収数は953で、回収率は53.6%になりました。

アンケート調査で得た情報は整理・分析し、上温品在住の皆様の生活実態およびニーズ・地域課題を把握して「福祉

のまちづくりプラン第5次5か年計画」に反映すると共に、可能なところから実施に移して行きたいと者えておりま

す。

アンケート調査票は 12月初旬に集計を終え、 12月中旬以降は「助けて、手伝ってと気軽に言えるまちになったら

いいな！」および「上温品がこんなになったらいいな！」に対するご意見等から皆様のニーズ・地域課題の把握に向け

た作業を進めております。また、「ボランティアバンクに登録して活動したい（既登録者を除く）」方は94名、「地域の

諸課題を解決する様閃な取り組みに参加したい」方は273名でした。多数の皆様の前向きなご意向を確認でき、大変

頼もしく心強く感じております。ご協力よろしくお願いいたします。

上温品地区社会福祉協膳会

＠ぉヵもと整形外科

岡本健
’．塁PJ,JJJ!D:一

〒732-0033広島,fj東1><:温品 7TFJ 5-26 
TEL 082-280-1123 http:/ /okamoto-seikeijp/ 
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不動産総合コンサルタント

ジンアイ
不動産販売（樹

東区上温品1丁目31-1 1 
TEL.082-280-1212 

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 



『ちびっこ桜まつり』令和5年3月26日（日曜日）開催

場 所 上 温吊小学校運動場・体育館 （雨でも体育館で行います）

時間 午後1時から午後4時30分
内容 ・昔から行われている遊び ・自分でおもちゃを作る

・「上温品遊びの記録づくり」に挑戦 なと

だくさんの方の参加をお待ちしています

----.; .. -" .. ---.. -........ -----" -----"" " ----" --".; "".;".;.; -.; "".;" """" " -.; .; """" ---"" -" -""" """" "".; -".; " -.;, 
上温品地区社協 相談窓口開設 、All...::

上温品地区社会福祉協議会では、住民同士がつながり合い、地域における様内な困り

ごとなとについて、誰もが気軽に相談でき解決していける町づくりを目指し、相談窓口を

開設しましたのでご利用ください。

開設爛所 温品福祉センター内上温品地区社会福祉協朧会事務所

11 Tel• Fax 082-557-4445 
:: 関設日時 毎週月、水、木、金、土 13時-16時

：： 相駁員 社協スタッフ

：： 相駿内容 地域住民との交流を図るとともに、地域住民の困りごとや情報等について、解決に向けた地域の関

：： 係団体との運絡調蓋や関係機関へのつなぎを行う
＇』========================================================================================

くく福祉の輪≫
次の方から上温品地区社会福祉協請会にご寄贈がありました。

お寄せいただいた善意は当地区の住民福祉の増進に有効に活用させて

いただきます。

女金一封 足達志津嘉様、中島澄恵様

（<賛助会員随時募集中）>
賛助会とは…上温品地区社会福祉協議会の活動に賛同していただけ

る地域のみなさまに、会員になっていだだきご支援いだだくもので

す。

活動内容…「地域の絆で安心•安全なまちづくり」の為、近隣ミニネ
ットワークやいきいきサロン、見守りや相談、ボランティア等地域性

に見合った福祉活動をしています。

冑助会費…◆個人ーロ1,CXX)円 ◆団体一□3,CXX)円
《受付は温品福祉センターヘ》

令和4年4月~12月末までにご加入いただいた方は
【団体】東部マツダOB会
【1固人】 大藤馨、磯谷三恵子、岡野秋江、垣内田利理子、香川信明、川滝一弘、

峠香代、田中宣昭、鳥越礼子、永町正幸、平岡伸、星野秀介、

矢可部芳州、山岡清、匿名1名 (50音順敬称略）

舞月11日のイオン・デーは、奉せの貴色いレシートの日。

I Step1. 精算時にレジで黄色いレジートを受け取ります。

Steo2. 上温昂地区社会福祉協膳会の BOXに投函

Step3, 団体ごとに集計し、合計金額の 1%相当の毛望の

品物を該当団体に贈呈。

Uゴ醐地区社会福祉協●会のBOX設・店》

＊マックスバリュフォレオ広島東店

＊イオン広島府中店

◎この活動により社協活動に必要な文房具等の購入

に役立てています。みなさまのコ顆翠とご協力お願

いいたします。

◆編集後記◆

温品福祉センターの餅つきに参加し、

改めてリアルな交流の楽しさ、地域との

接点が生活と心を豊かにしてくれている

と実感しました。

もしかしたら少し億劫な時もあるかも

しれませんが、近くの人に誘われたら思

い切って足を踏み出してはいかがでしょ

うか。

地 域 社 令 の 発展と活性化に努めます

€ぅ
一広島東部地区

（上温品・温品・馬木•福田）
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