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期  日 ：11 月 28 日（日）12:00～１6:00 

場  所 ：安佐南区総合福祉センター 

内  容 ：ボランティア活動体験・健康相談・演芸 

          遊びコーナー・作業所等の販売・バザー 他 

 

 ボランティア活動の体験の場を通して、ボランティア活動やボランティアセンターを知っ

てもらい、理解・啓発・参加促進を図るとともに、区内福祉施設・作業所の紹介、高齢者や

障がい者の楽しいふれあいの場となることをねらいに開催します！ 

    ボランティアまつり協力ボランティア募集 

 

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会 安佐南区ボランティアセンター 
〒731-0194   広島市安佐南区中須１丁目 38-13（安佐南区総合福祉センター内） 
ＴＥＬ 082-831-5011   ＦＡＸ  082-831-5013           
Ｅ-mail asami＠shakyohiroshima-city.or.jp 

第１回安佐南区ボランティアまつり開催決定！ 

 

 

今年から始まるボランティアまつりを一緒に盛り上げてくれるボランティアさんを募集します。事前の

準備や、当日のお手伝いなどご協力をよろしくおねがいします！ 

お問い合わせは、安佐南区社会福祉協議会までご連絡ください。 

連絡先：安佐南区社会福祉協議会 ＴＥＬ ８３１－５０１１ ＦＡＸ ８３１－５０１３ 



 
 

 子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★主な活動内容★ 

①通信の発行    （年 4 回発行、子育てサークルの運営に役立つ情報を発信中！） 

②おしゃべりサロン （サークル活動についてのお悩みをみんなでおしゃべりしたり、サークルで楽しめるあそび 

も紹介、体験しています。） 

③おたすけ宅配   （ひと家族100円×参加家族数分です。サークル内での話し合いのお手伝いや話し合い中 

の同室での子どもたちのあそび相手を引き受けます！） 

    ④おもちゃの貸出  （安佐南区社協と一緒に子育てサークル向けのおもちゃの貸出を行っています。） 

⑤そのほか     （安佐南区子育てサークル交流会、スペシャルおしゃべりサロン、おやこであそぼう会などの 

企画を、子育てサークルのお母さんたちのニーズにあう催しを子育て支援機関や、MaMa 

ぽっけ主催で行っています。） 

 
 
 
 
 
 
 

皆さん！こんにちは、MaMa ぽっけです。 

皆さんご存知ですか？ わが安佐南区は、幼稚園や保育園に行く以前の子育て中の親と子たちによるグル

ープ活動“子育てサークル”がとっても盛んな地域です。昭和 50 年代からの活動取り組みもあり、親子二

代がサークル出身という世代に突入しようとしています。 ただ未就園児の子どもたちと一緒に活動を継続

していくには、いろいろな苦労もつきものです。そんな大変なこと、運営のノウハウや、 

子育てサークル活動の魅力は、サークルの経験者だからこそわかるもの。 

“地域ぐるみで子育てを！”をモットーに集まった 「子育てサークル大好き！」 

という先輩ママたちが、平成 15 年 5 月より子育て応援活動を行っています。 

♪ 秋からの MaMa ぽっけの活動をちょっとだけご紹介します！ ♪ 

 私たちは毎年、区内の子育て支援機関と協働で「安佐南区子育てサークル交流会」を実施しています。今年度も 6 月

2 日安佐南区民文化センターで、6 月 30 日祇園公民館で行いました。 

さぁ！ここからが私たちの出番です。交流会後サークルさんがやってみたいと思ったことを形にする応援活動がスタート

します。メンバーみんなで 8 月の定例会では、どんなことができるかワークショップ形式で作戦会議を開きました。秋か

らのテーマは「ちょっと早いけど、今年のクリスマス会どうするん？」に決まりました。クリスマス会はサークルさんに

とって楽しい行事のひとつです。みんなでアイディアを出し合える機会をたくさん提供していきたいと思っています。 

そこで・・・ 

●11 月 23 日（祝）10 時～15 時 場所：広島経済大学興動館にて 

「子育て応援イベントほわっとほっとリラクゼーション」 

●11 月 28 日（日）12 時～16 時 場所：安佐南区総合福祉センターにて   

「安佐南区ボランティアまつり」 

MaMa ぽっけでは、クリスマスネタ！でたくさんの皆さんとお会いできることを楽しみにしています。 

「できる人から、できることをみんなで楽しく！」 

     これが私たちの活動の合言葉です。 
 

写真は、毎週火曜日 午前 10 時～12 時まで 時間内出入り自由 

安佐南区総合福祉センター 6 階会議室３で行っています 

「おしゃべりサロン」のひとコマより 

“みんなで布バルーンあそび体験をしていま～す。” 



 

≪沼田日本語教室≫ 

私たちは、外国人の日本語学習を支援して共に学ぶ安佐南区在住者を中心としたボランティアグループです。

日常生活に不便を感じいる方、もっと深く日本語を勉強したい方の支援と同時にお互いの文化を理解しあうこと

を目的として 1997 年 5 月から活動しています。 
 日本語学習者は、現在 6 カ国 15 名に対し、学習支援者、スタッフは、修道大学、広島市立大学、安田女子大

学の学校関係者・学生やファミリーまたは日本人の配偶者（中国、タイ、フィリピン、韓国）などで、15 名～

20 名が個々のレベルに合わせてマンツーマン、または小グループで学習対応しています。 
 語学だけでなく、日本の文化、伝統など（七夕まつり、月の宴茶会、各国料理の交流会、着物の着付けなど）

の諸行事を開いて交流しています。 
 国際交流も 2004 年度と今年 3/20～3/25 までの 5 泊 6 日の日程で、大連

だいれん

市の佳奇
ジャーキー

外国語学校や、青島
チンタオ

市、 
濰坊
イ ボ ウ

市等の学校を訪問して、ヒロシマからの平和のメッセージを伝えたり、サダコのポスター展示、メンバーに

よる朗読をしました。また、被爆アオギリ 2 世の種を植えるなど日中平和交流を行ってきました。 
全国ボランティアフェスティバルでは、日頃の活動の様子等を展示します。 

活動日時：毎週土曜日 12:30～16:00     
活動場所：沼田公民館 

 

         ≪運転ボランティア「うさぎ会」≫ 

車いすが手放せない人にとって、気軽に外出できることは一番の喜びです。「うさぎのようにぴょんぴょん飛

び回りたい！」という車いす利用者の声に応えて車いすリフト車両うさぎ号の運転ボランティア、外出先でのガ

イドボランティアを行っています。車いすに乗った障害者に、揺れや衝撃を与えないよう、やさしい運転をモッ

トーに心掛けて活動しています。また、区内小中学校の福祉教育で車いす体験のお手伝いもしています。 

定 例 会：毎偶数月 第１金曜日 13:30～15:30     

活動日時：不定期 8:00～17:00 

活動場所：広島市および近郊 

 

運転ボランティア「うさぎ会」が出来た経緯は、平成 2年に「車いすに 

のったまま外出できるリフト付き車両を自分たちで運行したい。」という思い 

を持っていた障害青年の会「在宅障害者福祉研究会」が、24 時間テレビの 

リフト付き車両の寄贈を申請し、その夢が叶えられて「広島ハンディホイラー 

を走らせる会」を組織し、新聞で運転者をボランティア募集してリフト付き    うさぎ号利用の様子 

車両「うさぎ号」を走らせました。                

 その後、平成 12 年にうさぎ号 2 号車が中外製薬から寄贈され、社会福祉協議会で運転ボランティアの養成講

座を行い、講座修了者と利用者で「うさぎ会」が誕生しました。 

さらに、平成 21 年 3 月には、1号の廃車に伴ってうさぎ号 3号車が導入され現在 2・3号車で運行しています。 

 現在、会員約 24名。9月 22日にうさぎ号（福祉車輌）運転ボランティア養成講座が行われます。  

 

 



 

ボランティアグループ連絡会研修会を行いました！ 

   8 月 24 日（火）ボランティア連絡会のみなさんの希望により「傾聴について」の研修を行 

いました。当日は 54 人の参加がありました。ボランティア活動はもちろん、 

日々の生活のなかでも、研修で得たものを活かして良いコミュニケーションをとれるようにし 

たいですね。今回の研修をふまえ、ステップアップできるような研修を次回の研修会で受けた 

いというボランティアさんの声がありました。 

今回の研修会は、聴覚障がいがある方の参加もあり、要約筆記と手話のボランティアグルー 

プが対応してくださいました。 

≪参加者のアンケートより≫ 

★人の意見を聴く、その姿勢の大切さを痛感しました。 

★良い聴き方で聞こうと思っていてもなかなか実行が難しいのですが、今日のことを思いだしな

がら集中して聴けるよう努力したいと思います。 

★人の話を聴くことの大切さと言葉に表れていない感情まで読み取る聴き方をボランティア活動 

だけでなく、普段の生活のあらゆる場面で実践していきたいと思います。これからは聴き方を

意識してそのうち自然にできるようになりたいと思います。 

 

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 

安佐南区身体障害者協会では、会員同士の親睦と 

交流を行っています。そのひとつとして運動会を 

企画しています。いっしょに楽しみながらお手伝 

いしてくれる方を募集しています。 

日 程：10 月 30 日（土） 

場 所：古市公民館 

時 間：9:０0～14:00 

内 容：受付手伝い 競技手伝い 点数付け 

     後片付け  

 定 員：6 名（先着） 

 締 切：10 月 7 日(木) 

※昼食（お弁当・お茶）が付きます 

 

 

 掲載記事に関するご意見・ご感想・参加申込につきまして

は、安佐南区社会福祉協議会までお問い合わせください。 
ＴＥＬ：８３１－５０１１  ＦＡＸ８３１－５０１３ 
安佐南区総合福祉センターへお越しの際は、公共交通機関

のご利用をお願いします。 

ボランティア連絡会のパネル作成！ 

ボランティア連絡会の活動紹介パネルを、 

グループの皆さんが協力して作りました。今年か

ら始まるボランティアまつりは勿論、全国ボラン

ティアフェスティバルの「ブースでセッション」

会場でも展示します。その後は、区ボランティア

サロンで常時展示しますのでご覧ください。 

あさみなみ・みのり作業所で 

    夏祭りが行われました。 

8 月 24 日（土） 社会福祉法人あさみなみ・ 

みのり作業所でそれぞれ夏祭りが行われ、ボランテ

ィアさんもメンバーさんと一緒に、お祭りを盛り 

あげてくれました。 

                    

 
 
 
            ご協力ありがとうございました。 

またよろしくお願いします。 

メンバーさんも 

ボランティアも 

笑顔で楽しく盛り

上がりました。 

またボランティア

をしたいと思い

ました！ 




