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  広島市西区社会福祉協議会
（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会西区事務所）／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

お問い合わせ先 広島市西区社会福祉協議会（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会西区事務所）TEL082-294-0104

地域情報をホームページに
掲載しています！

地区社会福祉協議会が発行している広報紙を、
西区社会福祉協議会ホームページに掲載して
います。

「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。

弁護士無料法律相談弁護士無料法律相談
日　　時：令和5年3月15日（水）　13：00～16：00
場　　所：西区地域福祉センター
内　　容：弁護士による法律相談

親子関係、多重債務、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）
　　　　  ※事前予約必要　※先着順
　　　　  ※西区居住の方優先

TEL.082-294-0104
FAX.082-291-7096 アクセスはこちらから▶

申し込み
広島市西区社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症の
状況によって中止になる場合
があります。詳しくはホーム
ページをご確認ください。

　笑福カフェでは会場で絵はがきや手芸品を飾っており、ス
タッフの方から「せっかく綺麗な絵はがきが多いので、平置
きで展示するのはもったいない。はがきを立てる土台がある
と嬉しい」という相談が入りました。そこで、木工教室の講
師などをお願いしている、ボランティアの藤井忠臣さんに相
談したところ、快く引き受けてくださり、
素敵な作品を提供していただきました。
　西区社会福祉協議会では、地域や関
係者の「あったらいいな」や「できたら
いいな」を一緒に考え、ボランティア活
動・地域活動の支援を行っていきます。

《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》
＊順不同（令和4年9月1日～令和5年1月6日）

＜賛助会員＞

＜特別賛助会員＞

ご加入ありがとうございました

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4年9月1日～令和5年1月6日）

※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。

一般寄付

物品寄付

打越　勲　　(株)西田修理工場
(株)橘運送店 代表取締役 橘　一義
広島市西福祉事務所長　　匿名 1名

匿名 2名

　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。

ご加入いただくには ※何口でもご加入いただけます

企業・団体など対象特別賛助会員： 一口＝5,000円

個人対象賛助会員 ： 一口＝2,000円

郵便振替口座 01350-9-16537
社会福祉法人　広島市社会福祉協議会
(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）

井口地区社会福祉協議会　　観音地区民生委員児童委員協議会　　井口地区民生委員児童委員協議会　　
庚午小学校PTA　　三篠地区社会福祉協議会　　南観音学区社会福祉協議会　　西区母子寡婦福祉会
大芝地区社会福祉協議会　　㈱井口不動産　　ひかり保育園　　井口明神学区社会福祉協議会
庚午地区社会福祉協議会　　社会福祉法人おりづる　　西区心身障害児者父母の会
己斐学区社会福祉協議会　　高須学区社会福祉協議会　　西区地域女性団体連合会
高須地区民生委員児童委員協議会　　井口台地区社会福祉協議会　　荒木脳神経外科病院
天満地区民生委員児童委員協議会　　己斐上地区民生委員児童委員協議会
大芝地区民生委員児童委員協議会　　三篠地区民生委員児童委員協議会　　己斐上学区社会福祉協議会
南観音地区民生委員児童委員協議会　　㈱マリモ　　（特養）くすの木苑　　西部障害者デイサービスセンター

平野千代子　　宮本　宣彰　　前田ひろみ　　桑原　　量　　田中　正男　　橋川　　徹　　定丸　達彦　　
森重　静香　　杉原　　誠　　山下　雅子　　桂川寿和子　　米﨑　一郎　　牧野　道夫　　秦　　孝成　　
今村　裕子　　原田　　明　　湯葢　康之　　竹本トシコ　　野村　陽子　　打越　　勲　　菅原　　博　　
藤本　博俊　　一原　　寿　　平松　　亘　　奥山　永子　　桑野　栄子　　阪本　　貢　　倉田　卓治　　
湯尻　一男　　中村　英子　　山木　路子　　古道　博彦　　河村　正志　　森脇　保正　　増原　悦治　　
青原　春男　　岡本　和三　　滝本紀世子　　國武訓扶衞　　𠮷川　元莊　　匿名 22 名

＜令和4年8月3日大雨災害義援金＞
観音学区社会福祉協議会　　庚午地区社会福祉協議会　　山田地区社会福祉協議会　　己斐学区社会福祉協議会
井口台地区社会福祉協議会　　田方上町内会　　井口明神学区社会福祉協議会　　草津・庚午南地区社会福祉協議会

山田地区認知症カフェ 笑福カフェ
　令和５年１月１５日（日）午後、山田地区集会所で笑福
カフェが開かれ、約 3０人が参加されました。
　笑福カフェは毎月第３日曜日に開催しています。お茶や
コーヒーを飲みながら、折り紙や塗り絵をしたり、相談を
受け付けている「カフェタイム」、ゲストを招いて演奏や
講演を聴く「お楽しみタイム」
を設けています。今回は音
楽療法士の方をお招きして、
歌を歌ったり、ゆったりと体
を動かしたり、楽しく穏やか
な時間を過ごしました。

　笑福カフェは、２００円の参加費を払えば、だれでも自由に参加できる広く開かれたカ
フェです。毎回、楽しいゲームや余興で、にぎわっています。スタッフが、心を込めて入
れてくれるコーヒーの香りに誘われてまた行きたくなる、心温まるカフェです。

和やかな雰囲気での話し合い！

認知症カフェは、認知症の方とその家族などが気軽に集い、交流できる場所です。医療、
介護、福祉などの専門職による相談やサービスに関する情報提供、認知症に関する講
習会の開催など、身近な地域の人も関わり、地域全体で支援していく取組です。

認 知 症 カ フ ェ と は？

広島市内の
認知症カフェ
（広島市HP）

山田地区社協・

𠮷川会長のコメント

音楽療法士の方による心安らぐフルートの演奏♪ 目にも美味しい抹茶と和菓子

動物の形を
していて、

ほっこりします♪

※前号(144号)にて、災害義援金をいただいた「古田台学区田方上町内会」を「古田学区田方上町内会」と誤った記載をしておりました。お詫びと訂正をいたします。

受付中
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　令和5年2月6日（月）、令和4年度ボランティア研修会を開催

し、３２名の地域住民の方に参加いただきました。

　この度のボランティア研修会は、第1部で防災落語、第2部

で災害ボランティアセンター活動についての説明を聞いた後、

第3部にグループワークを行い「災害時にできること、普段の

活動で活かせそうなこと」などを考えました。

　①ジャンボ衣笠さんによる防災落語。台風接近時の避難を

想定したお話では、言葉遊びを交えながら「高齢者等避難」や

「ペット同行避難」などの用語の説明も行われ、笑い声のあふ

れる楽しい雰囲気で学ぶことができました。

　②西区社協の職員による災害ボランティアセンター活動につ

いての説明。災害ボランティア活動の 3原則である「被災者中

心」「地元主体」「協働」を基に、被災者の生活回復支援のための

活動には、多くの人の理解と協力が必要であると伝えました。

　③５つに分かれてのグループワーク。どのグループでも活発

な話し合いが行われ、終了後のアンケートでは「災害が発生し

たら、障がいのある方、ペットを飼っていらっしゃる方など、困っ

ていらっしゃる方に声かけをしやすい地域をつくっていきたい

と思いました」という感想がありました。

　久しぶりの集合型での公開講座ということもあり、参加され

た方からは、「面と向かって話をすることでしか、得られない

ものもある。このような場がなく寂しかったので、久しぶりに

参加できてよかった」との声も聞かれました。

　来年度はアンケート結果を参考に、「私のできること・してい

ること」をさらに深めて、他の活動につなげるための学びの機

会、交流の機会をつくりたいと思います。

　コロナ禍において全国から応援が得にくい状況の中で、災害が起きたときに被災者を支える体制
づくりとして、災害ボランティア事前登録を募集しています。登録した市区町で災害が発生し、ボラ
ンティアの力が必要な場合は、メールで案内が届き、活動いただきます。
　いざという時のために、日頃からできる備えとして、あなたの力をお貸しください。

※登録は自動継続しないため、毎年度の新規登録手続きが必要です。　既にご登録いただいた方、
　これからご登録いただく方も、お手数ですが令和5年4月以降には再度の新規登録をお願いします。

https://www.hiroshima-fukushi.net/2021/07/06/21037/

グループワークの様子
普段のボランティア活動を振り返りながら、

活発な意見交換が行われました！

ジャンボ衣笠さんによる防災落語の様子

募集対象：広島県内在住者 (個人・高校生以上 ) ※ただし、広島県に隣接し、生活圏を同じくする県外在住者も含む
活動内容：県内発災時の被災者支援活動(住家などの生活復旧活動　等 )

災害ボランティア事前登録の詳細については、下記URLもしくはQRコードからご確認・登録をお願いいたします。

（広島県社協ホームページ）

／／ ／／

西区社協ボランティア研修会西区社協ボランティア研修会 　(西区地域福祉センター講演会 )

「もしもの時に私たちができること」　「もしもの時に私たちができること」　

依頼者と談笑しながら活動します！

毎月1回勉強会を開催しています！

　令和４年度より、ちょっとした困りごと支援の活動を行う住民主体型生活支援訪問サービス実施団体
に、「ふれあいサービスもちもちの木」が選定されました。NPO法人もちもちの木が運営する「庚午の
おうち」を活動拠点として、庚午地区を中心に活動しています。西区では井口台生活支援事業部に続き、
２団体目となります。

　依頼者とのふれあいも大切にされてい
ます！ この日は西区社協の職員が活動に
同行しました。依頼は「庭の草取りともみ
じの剪定、植木鉢等の移動」です。活動者
2名で 1時間半ほどの時間をかけて行いま
した。きれいになった庭をご覧になり、依
頼者は「本当にありがたい。
信頼しているこの方たちに頼
むのが一番良い」と笑顔いっ
ぱいでした。

　そして、「ふれあいサービスもちもちの木」では、勉強会を開催しています。皆さんで活動報告や依
頼相談や会の運営について話し合われ、一歩ずつ進めています。
　もともとちょっとした困りごと支援をされていたのですが、活動を見直し、住民主体型生活支援訪
問サービスとして活動することで、地域包括支援センターや区社協との関わりも増えました。これか
らも相談者の気持ちに寄り添った支援を目指します。

活動相談内容 令和4年7月～
令和4年12月活動

活動9件台所清掃
11%

家具移動
11%

補修・修繕
22%

令和４年
７月から
スタート！

「介護予防・日常生活支援総合事業」（介護保険事業）で実施する訪問型サービス
の一つです。地域包括支援センターと連携を図りながら、地域に暮らす高齢者の
「ちょっとしたお困りごと（草むしりやゴミ出し等）」の支援をしています。
令和４年８月現在、市内で３６の地域団体が本事業に取り組んでいます。

（広島市住民主体型生活支援訪問サービス）とは…

住民主体型生活支援訪問サービス
「ふれあいサービス もちもちの木」

庚午
地区

病院付添
34%

庭木手入れ
22%
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頼相談や会の運営について話し合われ、一歩ずつ進めています。
　もともとちょっとした困りごと支援をされていたのですが、活動を見直し、住民主体型生活支援訪
問サービスとして活動することで、地域包括支援センターや区社協との関わりも増えました。これか
らも相談者の気持ちに寄り添った支援を目指します。

活動相談内容 令和4年7月～
令和4年12月活動

活動9件台所清掃
11%

家具移動
11%

補修・修繕
22%

令和４年
７月から
スタート！

「介護予防・日常生活支援総合事業」（介護保険事業）で実施する訪問型サービス
の一つです。地域包括支援センターと連携を図りながら、地域に暮らす高齢者の
「ちょっとしたお困りごと（草むしりやゴミ出し等）」の支援をしています。
令和４年８月現在、市内で３６の地域団体が本事業に取り組んでいます。

（広島市住民主体型生活支援訪問サービス）とは…

住民主体型生活支援訪問サービス
「ふれあいサービス もちもちの木」

庚午
地区

病院付添
34%

庭木手入れ
22%
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  広島市西区社会福祉協議会
（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会西区事務所）／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

お問い合わせ先 広島市西区社会福祉協議会（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会西区事務所）TEL082-294-0104

地域情報をホームページに
掲載しています！

地区社会福祉協議会が発行している広報紙を、
西区社会福祉協議会ホームページに掲載して
います。

「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。

弁護士無料法律相談弁護士無料法律相談
日　　時：令和5年3月15日（水）　13：00～16：00
場　　所：西区地域福祉センター
内　　容：弁護士による法律相談

親子関係、多重債務、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）
　　　　  ※事前予約必要　※先着順
　　　　  ※西区居住の方優先

TEL.082-294-0104
FAX.082-291-7096 アクセスはこちらから▶

申し込み
広島市西区社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症の
状況によって中止になる場合
があります。詳しくはホーム
ページをご確認ください。

　笑福カフェでは会場で絵はがきや手芸品を飾っており、ス
タッフの方から「せっかく綺麗な絵はがきが多いので、平置
きで展示するのはもったいない。はがきを立てる土台がある
と嬉しい」という相談が入りました。そこで、木工教室の講
師などをお願いしている、ボランティアの藤井忠臣さんに相
談したところ、快く引き受けてくださり、
素敵な作品を提供していただきました。
　西区社会福祉協議会では、地域や関
係者の「あったらいいな」や「できたら
いいな」を一緒に考え、ボランティア活
動・地域活動の支援を行っていきます。

《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》
＊順不同（令和4年9月1日～令和5年1月6日）

＜賛助会員＞

＜特別賛助会員＞

ご加入ありがとうございました

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4年9月1日～令和5年1月6日）

※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。

一般寄付

物品寄付

打越　勲　　(株)西田修理工場
(株)橘運送店 代表取締役 橘　一義
広島市西福祉事務所長　　匿名 1名

匿名 2名

　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。

ご加入いただくには ※何口でもご加入いただけます

企業・団体など対象特別賛助会員： 一口＝5,000円

個人対象賛助会員 ： 一口＝2,000円

郵便振替口座 01350-9-16537
社会福祉法人　広島市社会福祉協議会
(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）

井口地区社会福祉協議会　　観音地区民生委員児童委員協議会　　井口地区民生委員児童委員協議会　　
庚午小学校PTA　　三篠地区社会福祉協議会　　南観音学区社会福祉協議会　　西区母子寡婦福祉会
大芝地区社会福祉協議会　　㈱井口不動産　　ひかり保育園　　井口明神学区社会福祉協議会
庚午地区社会福祉協議会　　社会福祉法人おりづる　　西区心身障害児者父母の会
己斐学区社会福祉協議会　　高須学区社会福祉協議会　　西区地域女性団体連合会
高須地区民生委員児童委員協議会　　井口台地区社会福祉協議会　　荒木脳神経外科病院
天満地区民生委員児童委員協議会　　己斐上地区民生委員児童委員協議会
大芝地区民生委員児童委員協議会　　三篠地区民生委員児童委員協議会　　己斐上学区社会福祉協議会
南観音地区民生委員児童委員協議会　　㈱マリモ　　（特養）くすの木苑　　西部障害者デイサービスセンター

平野千代子　　宮本　宣彰　　前田ひろみ　　桑原　　量　　田中　正男　　橋川　　徹　　定丸　達彦　　
森重　静香　　杉原　　誠　　山下　雅子　　桂川寿和子　　米﨑　一郎　　牧野　道夫　　秦　　孝成　　
今村　裕子　　原田　　明　　湯葢　康之　　竹本トシコ　　野村　陽子　　打越　　勲　　菅原　　博　　
藤本　博俊　　一原　　寿　　平松　　亘　　奥山　永子　　桑野　栄子　　阪本　　貢　　倉田　卓治　　
湯尻　一男　　中村　英子　　山木　路子　　古道　博彦　　河村　正志　　森脇　保正　　増原　悦治　　
青原　春男　　岡本　和三　　滝本紀世子　　國武訓扶衞　　𠮷川　元莊　　匿名 22 名

＜令和4年8月3日大雨災害義援金＞
観音学区社会福祉協議会　　庚午地区社会福祉協議会　　山田地区社会福祉協議会　　己斐学区社会福祉協議会
井口台地区社会福祉協議会　　田方上町内会　　井口明神学区社会福祉協議会　　草津・庚午南地区社会福祉協議会

山田地区認知症カフェ 笑福カフェ
　令和５年１月１５日（日）午後、山田地区集会所で笑福
カフェが開かれ、約 3０人が参加されました。
　笑福カフェは毎月第３日曜日に開催しています。お茶や
コーヒーを飲みながら、折り紙や塗り絵をしたり、相談を
受け付けている「カフェタイム」、ゲストを招いて演奏や
講演を聴く「お楽しみタイム」
を設けています。今回は音
楽療法士の方をお招きして、
歌を歌ったり、ゆったりと体
を動かしたり、楽しく穏やか
な時間を過ごしました。

　笑福カフェは、２００円の参加費を払えば、だれでも自由に参加できる広く開かれたカ
フェです。毎回、楽しいゲームや余興で、にぎわっています。スタッフが、心を込めて入
れてくれるコーヒーの香りに誘われてまた行きたくなる、心温まるカフェです。

和やかな雰囲気での話し合い！

認知症カフェは、認知症の方とその家族などが気軽に集い、交流できる場所です。医療、
介護、福祉などの専門職による相談やサービスに関する情報提供、認知症に関する講
習会の開催など、身近な地域の人も関わり、地域全体で支援していく取組です。

認 知 症 カ フ ェ と は？

広島市内の
認知症カフェ
（広島市HP）

山田地区社協・

𠮷川会長のコメント

音楽療法士の方による心安らぐフルートの演奏♪ 目にも美味しい抹茶と和菓子

動物の形を
していて、

ほっこりします♪

※前号(144号)にて、災害義援金をいただいた「古田台学区田方上町内会」を「古田学区田方上町内会」と誤った記載をしておりました。お詫びと訂正をいたします。

受付中


