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            ～手話ボランティア入門講座～ 

 

 手話とは、聴覚に障がいのある方にとって大切なコミュニケーションの手段の 

1 つです。聴覚障がい者の生活について学ぶとともに、手話を活用したボランティ 

ア活動を始めてみませんか！ 

開催日： ５月 29日（火） ～  ６月 26日（火） 【全 5回】 

日 時 内 容 講師など 

５月 2９日（火） 

１０：００～１２：００ 

「聴覚障がい者の理解」 

手話体験・プチ手話実技 

区社協職員など 

手話サークル「てまり」 

６月 ５日（火） 

１０：００～１２：００ 

手話学習 手話サークル「てまり」 

６月１２日（火） 

１０：００～１２：００ 

手話学習 手話サークル「てまり」 

６月１９日（火） 

１０：００～１２：００ 

手話学習 手話サークル「てまり」 

６月 2６日（火） 

１０：００～１２：００ 

「ボランティアって何？」 

交流会 

区社協職員 

手話サークル「てまり」他 

♥会 場：佐伯区役所別館 5 階 （佐伯区地域福祉センター）  佐伯区海老園１－４―５ 

♥対 象：手話に興味や関心のある方、初心者大歓迎 

♥参加費：300 円（テキスト代・その他） 

♥定 員：2０名（定員になり次第締め切ります） 

♥主 催：広島市佐伯区社会福祉協議会   ♥協 力：手話サークル「てまり」 

♥申込み・お問合せ：広島市佐伯区社会福祉協議会 TEL ９２１－３１１３ 

                        FAX ９２４－２３４９  



平成 24 年３月５日、佐伯区ボラン

ティアセンターで、「誕生日ありがと

う運動 広島友の会」から「不登校を

考える会・広島」へ活動助成金として、

代表の兼森さんより寄付の贈呈が行

われました。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 3 月 9 日（金）、佐伯区湯来町大字和田にある湯来福祉会

館（サンピアゆき）で開催された「まごころ弁当」の交流研

修会におじゃましました。献立メニューの作成を担う「佐伯

区在宅栄養士会」の会員 3 名と献立作りをするボランティア

13 名とでのお弁当作り。午前 11 時までに 74 個のお弁当

が出来上がりました。出来立てのお弁当を食べながら、栄養

士の方から食材の話や衛生面で気を付けたいことなどをう

かがい、和やかな交流会となりました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湯来地区では一番多い時で、1３０個くらい作られていたそ

うです。今でもボランティアの皆さんは、午前 7 時 30 分か

らお弁当づくりをしておられると聞き、とても驚きました。

長く活動を続けていくことはたいへんだと思いますが、ボラ

ンティアのテキパキとしたチームワークと長年活動してきた

というゆるぎない誇りが垣間見られ、何とも温かい気持ちに

なりました。栄養士会からは、『他の地区でもこういう交流研

修会を開催していただきたい』と要望が出ていました。 

  

 

栄養士の方々からのお話し 

交流会後、皆さんで撮りました 

 

 

「不登校・引きこもりを考えなおす 

～わが子は発達障害なの？～」 
日にち：平成２４年６月１７日（日） 

時 間：１０：００～１２：００ 

場 所：楽々園公民館（佐伯区楽々園５－８－３２） 

内 容：「発達障がい・不登校・引きこもり」について 

講 師：児童精神科医 高岡 健氏 

定 員：60名（要申込み） 

主 催：不登校を考える会・広島 

後 援：広島市佐伯区社会福祉協議会 

✥✥✥お申込みは、ハガキまたは FAXでお願いします。 

〒731―5135 

広島市佐伯区海老園１ｰ４-５（佐伯区地域福祉センター） 

広島市佐伯区社会福祉協議会「不登校を考える会・広島」宛 

FAX（０８２）９２４－２３４９ 

お問合せは、眞田まで（０９０－３３７６－３３９１） 

 
 

講演会のごあんない 



   ご 

 

 

 

目 的：シニア（60 歳以上）のボランティア活動 

の振興と社会福祉に寄与すること 

対 象：社会福祉推進の活動を行っているか、これ 

から行おうとするグループ 

内 容：高齢者福祉・障がい者福祉・子どもの健全 

な心を養うための交流活動 

助成金：第 1 部門（支援基金贈呈） 

    1 件につき 原則１０万円 

締切り：平成 2４年５月３１日（木） 

問合せ：公益財団法人 大同生命厚生事業団事務局 

TEL06-6447-7101 FAX 06-6447-7102 

大同生命厚生事業団のホームページ参照 

★過去の助成団体： 

（佐伯区から）さえきふれ愛グループ 

 

♥「財団助成」についてのお問い合わせは、佐伯区社会福祉協議会へどうぞ 
                        （０８２）９２１－３１１３ 

 

 

 

◆◇◆よろしくお願いします◆◇◆ 

 米田 健治（事務局長）・佐藤 哲規（主に地区社協関連） 

佐々木 恵子（主に貸付事業）・安井 由起子（主にボランティア関係） 

 田村 恵音（主に経理）・山崎 貢（地域福祉センター、石内福祉センター、 

いこいの家管理）・窪田 亜希（総合相談員）・三上 恵利子（ボランティア業務） 

 常光 浅美（ガイドヘルパー担当）・重谷 准子（社協業務の補助事務） 

 浅原 淑子・平田 聖子（地域福祉センター受付） 

 

  

♣♣♣お世話になりました♣♣♣ 

桑津 英二（退職） ・ 梶原 千里（市社協福祉課） ・ 白石 香織（退職） 

 

 

 

 

＊地域福祉を支援する「わかば基金」 

目 的：地域福祉活動のためのボランティア活動 

    を奨励するもの 

対 象：地域で福祉活動をすすめているグループ 

    やＮＰＯ法人 

助成金：第 1 部門（支援基金贈呈） 

    1 件につき 上限１００万円 

    第 2 部門（リサイクルパソコン贈呈） 

    1 グループに原則 3 台まで 

締切り：平成 2４年５月３１日（木） 

問合せ：「わかば基金」係 

    ＮＨＫ厚生文化事業団ホームページ参照 

 

★過去の助成団体 

（佐伯区から）五日市朗読グループ 

 

＊シニアボランティア活動助成 

  

ご利用 

ください 

講演会 「認知症本人・家族への新たな支援をめざして」～認知症について考える～ 

平成 24 年 5 月 26 日（土）１２：３０～１６：００ 広島県民文化センター  

チケット代 １，３００円 （佐伯区社会福祉協議会にあります） 

 



 

 

 

 

知的に障がいのある子ども達と触れ合い 

ながら、体を動かしてみませんか！ 

♥日にち：平成２４年 ５月１９日（土） 

     平成２４年 ６月 ２日（土） 

♥じかん：１４：００～１５：３０ 

♥ところ：佐伯区スポーツセンター 

（佐伯区楽々園 6-1-27） 

♥主 催：広島市手をつなぐ育成会 佐伯支部 

学親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠問合せ・申込 佐伯区ボランティアセンター  （０８２）９２１－３３６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 佐伯区の特別支援学級の子ども達と保護者の

会「スバルの会」では、お出かけ行事を計画して

います。暖かい日ざしの中で子ども達と楽しく遊

んでみませんか！ 

♥日にち：平成 24 年６月３０日（土） 

♥じかん：１１：３０～１７：３０ 

佐伯区役所別館 1 階に集合 

♥ところ：福留ハム 広島工場見学 

♬福祉バスを利用します 

 

 

 

 

「白い三輪車の会」に参加して、一緒に明るく元

気で楽しい活動をしてみませんか！ 

佐伯区視覚障がい者のつどい「白い三輪車の

会」をサポートしていただけるボランティアを募

集中です。 

 活動の内容：定例会時の会場の設営や会議録の

作成、会場の申請サポートなど 

定例会：概ね第３水曜日の午後１時３０分～ 

会 場：佐伯区役所別館 ５階 

  

 

「もみのきジュニア」（放課後クラブ）のみまも

りスタッフを募集しています。子供たちとふれあ

って一緒に元気のでる活動をしてみませんか！ 

日時：（月～金の放課後～５時まで） 

会場：佐伯区海老山南２-１-４｢もみのきジュニア｣ 

活動の内容：囲碁やそろばんなど教えて下さっ

たり、宿題を手伝ったり、子ども達とふれあって

くださる方・・・など 

✥問合せ；（080-4583-6052）竹本まで 

 

  

定例会：概ね第３水曜日の午後１時３０分～ 

：佐伯区地域福祉センター ５階 

  

 
 

 

  

「オレンジリボンをつくろう！サロン」を佐伯区ボランティ

アセンターで始めます。今はちょっと活動できない方や「ボラ

ンティア」に興味のある方も大歓迎です・・・「オレンジリボ

ン」を作りながら情報交換してみませんか！作成アシスタント

ボランティアも待機して皆さんをお待ちしています。 

お茶でも飲みながら作ってみませんか！ 

♡日にち：5 月 8 日・22 日 いづれも火曜日 

 ♡じかん：１３：３０ ～ おおむね 2 時間くらい 

 ♡ところ：佐伯区役所別館 5 階 佐伯区ボランティアセンター 

✥材料は、佐伯区ボランティアセンターに用意しています。 

 

「オレンジリボン運動」 

オレンジリボン運動は、

「子どもの虐待のない社会

の実現」を目指す市民運動

です。 

オレンジリボンはそのシ

ンボルマークであり、オレ

ンジ色は子ども達の明るい

未来を表しています。 

  

 

 


