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おりづる作業所と西区社協の共催で「第６回おりづる光と風まつり」を５月２０日（日）

１０：３０～１４：３０で開催します。作業所コーナー、おいしい屋台と遊びのコーナー、

オリーブステージ、新鮮野菜市とフリーマーケットを企画しています。恒例の足湯体験もあ

ります。春の一日にまつりの風を味わいにきませんか？多くの皆さんのお越しを心よりお待

ちしています。

また、ゲームや屋台のお手伝いやおりづる作業所の仲間と一緒にまつりを過ごしてくだ

さるボランティアを募集しています。

ボランティアをしながら、作業所のみなさんと交流し、楽しいひとときを過ごしてみま

せんか？

日 に ち 平成２４年５月２０日（日）

活動時間 ９：３０～１５：００（９：００受付開始）

※可能な時間のみでもかまいません

場 所 おりづる作業所・オリーブと周辺の公園

（西区観音新町３－９－６近辺）

活動内容 ①屋台、遊びのコーナーなどのお手伝い

※仲間の担当するコーナーでの手伝いもあります

②おりづる作業所の仲間への援助

※仲間の援助での注意事項のメモは当日お渡しします

そ の 他 ・昼食は軽食を準備しています

・車で来られる際はあらかじめご連絡ください

・交通費は自己負担でお願いします

・申込の際にお名前、ご住所、連絡先及びご希望の活動内容と時間をお願い

します。

主 催 「第６回 おりづる光と風まつり」実行委員会

【構成】観音新町町内会 夢 トピ ア・ ドリー ムハ ウス ・こ ねこ

ね工房もみじ おりづる作業所 オリーブ おりづる後援会 西区社会福

祉協議会

ご案内とお願い



年度の初めに当たって

設備の整っている西区地域福祉センターを拠点とし、西区社会福祉協議会にボランティア登録を済ま

せた方々。各々が様々なボランティア活動をしています。仲間と共に活動できる幸せを感じられる喜び

がここにはあります。

登録には西区ボランティアグループ連絡会、西区ボランティアセンター利用者連絡会、個人ボランテ

ィア等の登録方法があります。従来、会議は連絡会６回、利用連２回でしたが、昨年から合同で６回、

会議を開催することにしました。今年度も両連絡会の合同会議で進めたいと思います。

又、年間事業には、研修会・リーダー研修会、交流会等及び、西区内の施設・団体等参加の『第 26

回西区福祉まつり』を開催。そして西区民まつりではボランティアまつりとして参加しています。

これらの事業にはグループでの参加、個人の参加、そして興味のある方の参加受付もありますので、

必要に応じて参加とご協力をお願いいたします。

年度早々に、第４回 防火・防災教室を 5 月 28 日に開催いたします。詳細は別枠にありますのでふる

ってご参加くださいますようよろしくお願いいたします。

西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ利用者連絡会

代 表 伊藤和子

フォークダンスって お・も・し・ろ・い!!

私たちは、フォークダンスが大好きな視覚障がい者とボランティアの仲間です。フラワーフェステ

ィバルで踊ったこともあります。最後に来場者と一緒に踊るコーナーもあり、子どもさんの紅葉のよ

うな小さな手が触れたときの感動は今も忘れられない思い出です。

今は、毎月第 3 木曜日の 1 時半から 3 時半まで西区地域福祉センターで、10 数名で楽しんでいます。

からだを動かすことで、かなり気分がすっきりすること間違いなし。踊りの合間におしゃべりも…。

そんなつどいです。

障がいのあるなし関係なく、『老化防止に、人とのふれあいに』フォークダンスを一緒に楽しみませ

んか？関心のある方はお気軽にのぞいてみてください。

フォークダンス１○○＆ゆうゆう 柚木真由美

『何も出来ないもどかしさ』

東日本大震災が発生してから早一年、原発の事故と言う重い現実と重なって、復興の槌音は遅々と

して進まない。そして地震大国の日本は、今迄漠然と感じていた津波と原発にも怯える国に成ってし

まった。

震源の大きさと津波の高さの予測はより大きなものに成り、放射能の危険線量はより小さなもの成

って行った。専門家と言う権威の下に、その確かさを曖昧にしたままに、我々は何も出来なく成って

しまった。

「瓦礫を引き取ってあげたい」たった此れだけの事も、我が家の乳飲み子を見ると声を上げられな

く成る。

今、本当に欲しいのは「決める事」。我々が一歩を進めるための方向性の決断だ。

「男のつどい」佐藤 調

※「3.11 から一年、今思うこと」の原稿 募集中

東日本大震災（3.11）から一年、今思うこと
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（臨時）

林

（事務局長）

東 （会長）

非常勤

【開 催 日 時】 平成２４年５月２８日（月） １３：３０～１６：００

【場 所】 西区地域福祉センター ３階 大会議室・臨時駐車場

【定員及び申込み締切日】 ５０名（定員になり次第締切） ５月２１日（月）

【講 師】 広島市西消防署 予防課主任 林 憲明 氏

【内 容】 （１）防火・防災について

（２）ハザートマップについて（災害に備えての取組状況）

（３）地域福祉センター（３・４階）の避難器具等の確認

（４）消火体験（於いて：臨時駐車場）

【共 催】 西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会 西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ利用者連絡会

西区社会福祉協議会

佐藤 貸付補助

津川 貸付補助（火～金 10:00～17:00）

山田 地域福祉センター受付

中壽賀 ガイドヘルパー受付

原田 ボランティアコーディネーター（10:00～16:45）

杉田 総合相談・かけはし（9:15～16:00）

中島 経理・表彰・大会・庶務・共同募金・障害

則信 貸付・ボランティア・福祉教育・児童・母子父子・障害

坂本 貸付・区地区社協役員研修・広報・障害・老人

町田 部会・委員会・計画・地区社協・かけはし・ガイドヘルパー

林 統括

平成２４年度 広島市西区社会福祉協議会事務局



♪さをり織りを作品にして下さる方を募集しています!！

障害者支援施設「いくせい」では、障がいのある方が創作活動とし

てさをり織りをしています。利用者の方が織った布を、バッグや服などの製

品にしてくださる方を募集しています。さをり織りを織った方の希望を聞き

ながら楽しい作品にしていただければと思います。難しい作品製作はありま

せんので、手芸好きな方、是非ご連絡ください。主に第１・３火曜日の午前

中さをり織りをしているので、見学からでもお待ちしています。よろしくお

願いします。

※作品製作に係る材料費（ぼたん、糸など）は、いくせいの利用者本人が負担します。

【いくせい：西区打越町１７－２７ TEL５３７－１７７１／担当 成瀬】

職職員員のの異異動動ののおお知知ららせせ

林
はやし

隆則
たかのり

事務局長

中区社協から西区社協へ主任として参りまして3年

目となりました。この 4 月から、事務局長として引き

続きお世話になります。西区ボランティアセンターを

中心として、ボランティア活動の後方支援に努めてま

りますので、今後とも、ご支援、ご協力をお願い申し

あげます。

井東
い と う

芳男
よ し お

前事務局長

川風、潮風、緑の風のふるさとが好きです

私こと 本年 3 月 31 日付けをもちまして退職をいた
しました。

社会福祉協議会に 37 年余りの在職中、西区社協には
２度目の勤務でしたが、特に、福祉のまちづくりの推進
やまちづくりプランの策定、福祉大会や福祉まつりなど
を通じて、地域の皆様、ボランティアの皆様には大変お
世話になりました。心より感謝いたしております。

近年は少子高齢化と年齢を問わず一人世帯の増加によ
り、さまざまな生活課題に対して家族内での解決が困難
な世帯が増加してきており、要支援者を中心に、行政・
専門機関や施設との連携と町内会など近隣住民同士によ
るによる支え合い（共助）の活動がますます必要な時代
になってきていると感じています。

今年度は、５次５か年計画の策定とともに、西区社協
で皆さんとともに「支え合いのまちづくり」推進のため
の活動をすすめたいと思っておりましたので、心残りな
ことも多々ありますが、後任の事務局長の活躍に期待を
させていただきたいと思います。

これからは、皆様とともに学んだことを振り返りなが
ら、今後の人生の糧として一日一日を過ごしてまいる所
存です。１年間本当に有難うございました。

平成２４年４月 桜花散る頃

杉田
す ぎ た

和香
わ か

枝
え

ﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

４月から西区社協の総合相談員と

なりました。皆様に教わりながら

一生懸命努めてまいります。

どうぞよろしくお願いします。 下宮
しもみや

博樹
ひ ろ き

ﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

中区社協に異動になりました。

この広報紙のすべての問合せ

及び申込

広島市西区社会福祉協議会

（ 則 信 ・ 原 田 ）

Tel294-0104／ Fax291-7096

中島
なかしま

有希子
ゆ き こ

主事

新規採用で 4 月から西区に参りま

した。福岡県出身で広島のことも学び

ながら、区社協の一員として、住民の

方々がいきいきと生活できるように

業務に励みたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

平成２４年度ボランティア活動保険の更新のお知らせ

平成２３年度ボランティア活動保険の補償期限が平成２４

年３月３１日で終了となっています。まだ更新の手続きをされ

ていない方は、今一度ご確認いただきますようお願いします。

なお、この保険は任意保険であり、強制加入ではありません。

安心して活動するひとつの手段としてご検討ください。不明の

点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。


