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安芸区船越南三丁目２-１６（安芸区総合福祉センター３階）

広島市安芸区社会福祉協議会社会福祉
法　　人

ＴＥＬ（０８２）８２１-２５０１
ＦＡＸ（０８２）８２１-２５０４
メール：aki@shakyohiroshima-city.or.jp

～ふれあいで 住みよい 楽しい 元気なまち～～ふれあいで 住みよい 楽しい 元気なまち～

　中野東学区社協は平成15年９月に中野地区から分離して発足し、「中野集会所」に拠点を整備し
て、福祉のまちづくり事業を進めています。
　事業の推進にあたり、平成21年度から５か年の計画「福祉のまちづくりプラン」を策定し、計画に
沿って昨年度は、見守り体制を促進するための「緊急連絡カード」を対象世帯に配布する取り組みが
行われました。
　また、子どもたちの登下校の見守り活動や、地域の交流の場として「いきいきサロン」も各町内で
開催される等、ボランティアや福祉推進委員の活動も活発です。
　地域には坂道が多いため通院や買い物に不便を抱えた方も多く、隣の中野地区と合同の「中野・中
野東地区乗合タクシー運行支援協議会」を結成し、昨年から試行運転も実施され、のぼり旗を町内に
立て時刻表を作成する等、本格運行に向けた取り組みも行われています。
　拠点では地域の方に車いすの無料貸出も行っていますので、必要な方はご利用ください。

●学区社協拠点：中野集会所内（安芸区中野５丁目20－２） ●拠点の開設日：火・金曜日 10:00～12:00

●電話：892－1861（拠点開設日以外は安芸区社協にお問い合わせください）

学区社協拠点

乗合タクシー

福祉委員の研修

乗合タクシー さいく池停留所

中野東学区社会福祉協議会
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平成23年度 平成23年度

平成23年度決算

赤い羽根共同募金に
ご協力いただき
誠にありがとうございました ( 単位：円 )

収　　　入 支　　　出

合 計
136,299

合 計
136,299

賛助会費 1,000

平成24年度予算
（単位：千円）

広島市安芸区社会福祉協議会事業計画 重点事業平成24年度
1

広島市安芸区社会福祉協議会
事業報告 重点事業

（単位：円）

　この広報紙は、共同募金の配分金で作成しました。

区地域福祉活動第６次５か年計画の策定（平成25～平成29年度）

2 小地域福祉活動の推進

3 ボランティア活動の推進

4 高齢者、障がい者等への生活支援の強化

5 離職者、低所得者への生活支援の強化

6 福祉教育の推進

7 自主財源の確保

５次５か年計画の最終年にあたるため、次期計画の策定作業を行
います。

「新・福祉のまちづくり総合推進事業」を地区社協と連携し推進
するとともに、「災害時要援護者避難支援活動」等、計画的・段階
的に推進し、福祉のまちづくりの実現に向けて努力します。

安芸区ボランティアセンターを拠点として、ボランティア活動支援
の強化に取り組むとともに、ボランティアの発掘・養成・並びにボラ
ンティアのネットワークづくりを推進します。

「福祉サービス利用援助事業　かけはし」の推進により、要援護
者の日常生活の支援に努め、障がい者の社会参加の場づくりを促
進のために「広島市障がい者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派
遣事業」及び独自事業である「ふれあい運動会」、「フレンドのつど
い」や「ゆめ広場」を実施します。

ハローワーク、福祉事務所等と連携をしながら、本会の「生活福
祉資金」や「生活一時資金」等の貸付や他機関への橋渡しを行うこ
とにより、離職者や低所得者への生活支援に取り組みます。

小・中・高等学校生徒や地区社協等の地域住民が福祉体験や福
祉を学ぶ場づくりを推進するとともに、「ヤングボランティアスクー
ル」開催し、地域と生徒の絆づくりの場となるよう取り組みます。

区・地区社協の福祉活動推進のための貴重な自主財源として、賛
助会費、寄付金等の確保に努めます。

ご寄付ありがとうございました。
皆様からお寄せいただきましたご寄付は、安芸区内の
地域福祉活動の推進に有効に活用させていただきます。
【平成24年２月１日～平成24年６月15日】
＜寄付金＞
　専念寺方光佛教婦人会　様
　隋泉寺仏教婦人会　様
　H24.6.10　第54回ひなままくらぶ エコマーケット
　出店者一同　様
＜物品寄付＞
　成和産業㈱　様　車椅子３台

分会名 募金目標 募金実績 分会名 募金目標 募金実績
船 越

賛 助 会 費

畑 賀
中 野
中野東
瀬 野

1,297,000円

946,000 法人運営事業 40,824,471
分 担 金 等 238,894 地域福祉活動推進事業 7,071,663
寄 付 金 243,400 福祉推進事業 717,901
市社協補助金 50,273,608 ボランティアセンター活動事業 4,408,656
共同募金配分金 3,996,230 共同募金配分金事業 805,150
多山報恩会助成金 500,000 相談援助事業 117,000
市 受 託 金 63,867,685 施設指定管理事業 63,867,685
市社協受託金 6,083,074 ガイドヘルパー派遣事業 6,083,074
経理区分間繰入金 519,710 貸 付 事 業 2,320,678
前年度繰越金 9,739,901 次年度繰越金 10,192,224
　合　　　計　 136,408,502 　合　　　計　 136,408,502

465,000円
1,093,000円
798,000円

1,246,000円

1,516,706円
575,103円
911,060円
731,900円
985,986円

265,000円
2,450,000円
666,000円

　

8,280,000円

344,990円
1,725,580円
560,325円

158,220円

7,509,870円

阿 戸
矢 野
矢野南
区社協
事務局
合 計

１．福祉のまちづくりの推進
２．ボランティア活動の推進
３．日常生活自立支援活動の強化
４．福祉教育の推進
５．指定管理事業への対応
６．自主財源の確保

支出

収入

前年度越金等 6,797
経理区分間繰入金

1,729
市社協受託金

6,408

分担金等 290
寄付金 1,000

市社協
補助金
49,195

共同募金配分金
4,224

市受託金
65,156

多山報恩会助成金 500

福祉推進事業
887

ガイドヘルパー派遣事業
6,408

貸付事業 2,338

予備費 6,000

法人運営
事業
43,928

施設指定
管理事業
65,156

地域福祉
活動推進
事業
4,761

部会・委員会事業
122

ボランティアセンター活動事業 5,468
共同募金配分金事業
1,078

相談援助事業 153

－福祉のまちづくりをすすめる－

　一人一人の力が集まれば、とても大きなものになります。
　安芸区社会福祉協議会では、皆様からお寄せいただきました賛助会費で、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちづくりをすすめるため、以下のようなさまざまな地域福祉活動に取り組んでいます。
　ぜひとも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　地域の集会所などを会場に、高齢者や子育て中の親子など
が気軽に集い、楽しくふれあう場づくりをすすめます。

《賛助会費を財源とする主な活動》

●賛助会費

●受付・お問合せ

ふれあい いきいきサロン

　夏休みにサマースクールを開催し、長期休暇の間の障がい
児の行き場づくりをすすめます。

障がい児サマースクール

　福祉のまちづくりをすすめるボランティアの発掘や養成を
行います。

安芸区ボランティア大学

　船越引地 町内会
「にこにこサロン」の１コマ
　　一銭洋食作り

「安芸区ボランティア大学」
　実践も取り入れた 1コマ

　安芸区社会福祉協議会賛助会員のお申込みは、
下記の窓口でお受けしています。
　また、郵便振替（手数料不要）も行っています
ので、お気軽にお問合せください。

　個人　　年間2,000円（１口）
　団体　　年間5,000円（１口）

　社会福祉法人　広島市安芸区社会福祉協議会
　　安芸区船越南３－２－16
　　ＴＥＬ　821-2501／ＦＡＸ　821-2504

　次の各福祉センター・いこいの家でも受付して
います。
●矢野福祉センター
　安芸区矢野西6－12－1 ／ TEL 889-2511
●畑賀福祉センター
　安芸区畑賀3－30－14 ／ TEL 827-0083
●阿戸福祉センター
　安芸区阿戸町6038 ／ TEL 856-0294
●瀬野福祉センター
　安芸区瀬野1－4－19 ／ TEL 894-2024
●船越老人いこいの家
　安芸区船越5－17－12 ／ TEL 823-1926
●矢野老人いこいの家
　安芸区矢野西5－18－33 ／ TEL 888-6401
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平成23年度 平成23年度

平成23年度決算

赤い羽根共同募金に
ご協力いただき
誠にありがとうございました ( 単位：円 )

収　　　入 支　　　出

合 計
136,299

合 計
136,299

賛助会費 1,000

平成24年度予算
（単位：千円）

広島市安芸区社会福祉協議会事業計画 重点事業平成24年度
1

広島市安芸区社会福祉協議会
事業報告 重点事業

（単位：円）

　この広報紙は、共同募金の配分金で作成しました。

区地域福祉活動第６次５か年計画の策定（平成25～平成29年度）

2 小地域福祉活動の推進

3 ボランティア活動の推進

4 高齢者、障がい者等への生活支援の強化

5 離職者、低所得者への生活支援の強化

6 福祉教育の推進

7 自主財源の確保

５次５か年計画の最終年にあたるため、次期計画の策定作業を行
います。

「新・福祉のまちづくり総合推進事業」を地区社協と連携し推進
するとともに、「災害時要援護者避難支援活動」等、計画的・段階
的に推進し、福祉のまちづくりの実現に向けて努力します。

安芸区ボランティアセンターを拠点として、ボランティア活動支援
の強化に取り組むとともに、ボランティアの発掘・養成・並びにボラ
ンティアのネットワークづくりを推進します。

「福祉サービス利用援助事業　かけはし」の推進により、要援護
者の日常生活の支援に努め、障がい者の社会参加の場づくりを促
進のために「広島市障がい者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派
遣事業」及び独自事業である「ふれあい運動会」、「フレンドのつど
い」や「ゆめ広場」を実施します。

ハローワーク、福祉事務所等と連携をしながら、本会の「生活福
祉資金」や「生活一時資金」等の貸付や他機関への橋渡しを行うこ
とにより、離職者や低所得者への生活支援に取り組みます。

小・中・高等学校生徒や地区社協等の地域住民が福祉体験や福
祉を学ぶ場づくりを推進するとともに、「ヤングボランティアスクー
ル」開催し、地域と生徒の絆づくりの場となるよう取り組みます。

区・地区社協の福祉活動推進のための貴重な自主財源として、賛
助会費、寄付金等の確保に努めます。

ご寄付ありがとうございました。
皆様からお寄せいただきましたご寄付は、安芸区内の
地域福祉活動の推進に有効に活用させていただきます。
【平成24年２月１日～平成24年６月15日】
＜寄付金＞
　専念寺方光佛教婦人会　様
　隋泉寺仏教婦人会　様
　H24.6.10　第54回ひなままくらぶ エコマーケット
　出店者一同　様
＜物品寄付＞
　成和産業㈱　様　車椅子３台

分会名 募金目標 募金実績 分会名 募金目標 募金実績
船 越

賛 助 会 費

畑 賀
中 野
中野東
瀬 野

1,297,000円

946,000 法人運営事業 40,824,471
分 担 金 等 238,894 地域福祉活動推進事業 7,071,663
寄 付 金 243,400 福祉推進事業 717,901
市社協補助金 50,273,608 ボランティアセンター活動事業 4,408,656
共同募金配分金 3,996,230 共同募金配分金事業 805,150
多山報恩会助成金 500,000 相談援助事業 117,000
市 受 託 金 63,867,685 施設指定管理事業 63,867,685
市社協受託金 6,083,074 ガイドヘルパー派遣事業 6,083,074
経理区分間繰入金 519,710 貸 付 事 業 2,320,678
前年度繰越金 9,739,901 次年度繰越金 10,192,224
　合　　　計　 136,408,502 　合　　　計　 136,408,502

465,000円
1,093,000円
798,000円

1,246,000円

1,516,706円
575,103円
911,060円
731,900円
985,986円

265,000円
2,450,000円
666,000円

　

8,280,000円

344,990円
1,725,580円
560,325円

158,220円

7,509,870円

阿 戸
矢 野
矢野南
区社協
事務局
合 計

１．福祉のまちづくりの推進
２．ボランティア活動の推進
３．日常生活自立支援活動の強化
４．福祉教育の推進
５．指定管理事業への対応
６．自主財源の確保

支出

収入

前年度越金等 6,797
経理区分間繰入金

1,729
市社協受託金

6,408

分担金等 290
寄付金 1,000

市社協
補助金
49,195

共同募金配分金
4,224

市受託金
65,156

多山報恩会助成金 500

福祉推進事業
887

ガイドヘルパー派遣事業
6,408

貸付事業 2,338

予備費 6,000

法人運営
事業
43,928

施設指定
管理事業
65,156

地域福祉
活動推進
事業
4,761

部会・委員会事業
122

ボランティアセンター活動事業 5,468
共同募金配分金事業
1,078

相談援助事業 153

－福祉のまちづくりをすすめる－

　一人一人の力が集まれば、とても大きなものになります。
　安芸区社会福祉協議会では、皆様からお寄せいただきました賛助会費で、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちづくりをすすめるため、以下のようなさまざまな地域福祉活動に取り組んでいます。
　ぜひとも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　地域の集会所などを会場に、高齢者や子育て中の親子など
が気軽に集い、楽しくふれあう場づくりをすすめます。

《賛助会費を財源とする主な活動》

●賛助会費

●受付・お問合せ

ふれあい いきいきサロン

　夏休みにサマースクールを開催し、長期休暇の間の障がい
児の行き場づくりをすすめます。

障がい児サマースクール

　福祉のまちづくりをすすめるボランティアの発掘や養成を
行います。

安芸区ボランティア大学

　船越引地 町内会
「にこにこサロン」の１コマ
　　一銭洋食作り

「安芸区ボランティア大学」
　実践も取り入れた 1コマ

　安芸区社会福祉協議会賛助会員のお申込みは、
下記の窓口でお受けしています。
　また、郵便振替（手数料不要）も行っています
ので、お気軽にお問合せください。

　個人　　年間2,000円（１口）
　団体　　年間5,000円（１口）

　社会福祉法人　広島市安芸区社会福祉協議会
　　安芸区船越南３－２－16
　　ＴＥＬ　821-2501／ＦＡＸ　821-2504

　次の各福祉センター・いこいの家でも受付して
います。
●矢野福祉センター
　安芸区矢野西6－12－1 ／ TEL 889-2511
●畑賀福祉センター
　安芸区畑賀3－30－14 ／ TEL 827-0083
●阿戸福祉センター
　安芸区阿戸町6038 ／ TEL 856-0294
●瀬野福祉センター
　安芸区瀬野1－4－19 ／ TEL 894-2024
●船越老人いこいの家
　安芸区船越5－17－12 ／ TEL 823-1926
●矢野老人いこいの家
　安芸区矢野西5－18－33 ／ TEL 888-6401
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◆船越地区

◆畑賀地区

◆中野地区

◆中野東地区

◆瀬野地区

◆矢野地区

◆矢野南地区

◆阿戸地区

◆安芸区等

4

平成23年度の賛助会費を募集いたしましたところ、おかげをもちまして313名の個人と64団体から946,000円の賛助会費が寄せられ
ました。この浄財は、高齢者・障がい者支援やボランティア活動推進のため、有効に活用させていただきました。ここに報告いたし
ますとともに、心より厚くお礼申し上げます。
なお、平成24年度につきましても、さらなるご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

池田　成美	 築地　隆男	 児玉　匤敏	 菅田　芳郎	 中村　　香	 二澤　昭登	 澤井　和惠	 浦田　　登
上松　敏郎	 髙橋八十仁	 浦田　　昭	 朝倉　嘉枝	 川中　　毅	 武田　文惠	 新谷　芳洋	 豊永　洋子
森田　　進	 遊川　和良
船越地区連合町内会　　　船越地区民生委員児童委員協議会　　　竹浦町内会　　　西古谷町内会　　　東古谷町内会　　　花都町内会
船越学区公衆衛生推進協議会　　　荷場片山町内会　　　船越町女性会　　　ボランティアグループえんの会　　　船越地区社会福祉協議会
船越地区心身障害児者父母の会

三浦　義雪	 中島　幸子	 山部　繁男	 清水　照美	 神田　寿美	 藤岡　俊彦	 政成　輝夫	 丸本　　悟
谷本　正司	 大﨑　清次	 田部　春子	 宍戸　　満	 阿曽沼千鶴子	 中津　公子	 迫　　芳恵	 原田まゆみ
河野　芳徳	 藤原志保子	 中江紀美子	 川島　世子	 西畑シオリ	 田部　信滿	 浦島　恵美	 谷口　利明
土井長　明	 名井　　忠	 影広　速子	 土肥　時保	 森下　榮子	 上垣内啓治	 山下　和男	 藤岡まり子
西本　健吾	 吉井　正司	 神田　礼子	 佐藤恵美子	 天畠加寿子	 影山　和子	 山崎　憲治	 中野　英俊
日浦　徳雄	 吉本　康子	 井上　戴三	 河本　静子	 山﨑　紘一	 土取　　潔	 寺本　和雄	 熊木　和子
大下　君枝	 柳父　佳代	 今西由賀子	 神田　幸子	 匿　名（2）
畑賀女性会	 畑賀地区社会福祉協議会

加藤　武夫	 大屋　光敏	 岡田　智己	 岡田　郁枝	 霊岳　弘志	 茶山　　寛	 青木　　巖	 青木　笛美
森下　芳夫	 平原　節江	 新家ミチ子	 冨田　君子	 後藤　忠啓	 後藤　昭子	 植木恵美子	 上本　陸雄
大岡　和夫	 石橋　昌子	 西東　美苗	 池尻　　稔	 齋藤加代子	 西村千賀子	 植野　孝夫	 平原　　彰
満長　卓夫	 満長まさ子	 波多　温美	 川西智恵子	 上田　勝子	 金子　郁枝	 霊岳　郁子	 檜垣　尚文
水野　早苗	 竹本田鶴子	 匿　　　名
中野ルンビニ幼稚園	 中野地区社会福祉協議会	 社会福祉法人	慈楽福祉会	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
島田　兵二	 大倉　康江	 中本　敬三	 幸村　　賢	 坂田　　旭	 森畠　　茂	 鎌田　節子	 竹本　則之
和田　幸治	 宍戸　弘子	 中川　智美	 原　喜美子	 吉田　秀登	 杉田　輝男	 佐々木美知子	 藤井　好枝
鈴木　英子	 釘本　淳子	 手嶋　倫子	 住田　昭壯	 林　　紀英	 蔵野　洋子	 鍋本　光信	 津間　卓文
川本　勝之	 小田井　登	 門前賢四郎	 中原　洋子	 山口　明子	 桑原　　長	 平原　秋子	 野口　紘江
戸田　郁子	 岡田千津子	 山野井恵子
中野めいわ保育園　　　中野東地区民生委員児童委員協議会　　　中野東学区社会福祉協議会　　　社会福祉法人	共助会時計台障害者支援施設

細川ひとみ	 横川　栄子	 澤田さちゑ	 下河内美保子	 水戸　君子	 天野　房枝	 村上　　幸	 金満　勝子
髙山　正子	 渡部　光子	 佐々木美代子	 増田　涼子	 住本　照文	 金月　節男	 大下　清江	 谷中　和子
山本　愛子	 星野　保一	 三浦　賢彬	 村田久美子	 菊本　輝彦	 長澤　　徹	 高柳　淳子	 竹内　洋信
中村　艶子	 前田　久治	 保本マス子	 天道　一愛	 齋藤　　勇	 岩崎　正信	 岩崎　綾子	 小林　弘文
森　　正治	 高橋　正信	 櫻河内　章	 奥田　　博	 山城　唯信	 猪野　　昭	 荒谷　勝美	 畠山　賢二
笹木　一憲	 木内　順子	 太尾田道子	 早田　里江	 	 	 	
瀬野川地区心身障害児者父母の会　　　　瀬野学区社会福祉協議会　　　　瀬野地区民生委員児童委員協議会　　　　瀬野女性会

横洲　　茂	 宇都宮幸枝	 坪井　邦夫	 光本　節子	 野間　富子	 山田　　緑	 九十歩郁子	 灘　都代子
夏目　愛子	 夏目　功子	 畠山　靖通	 松田千世子	 山崎　和子	 鍵山　邦子	 薮本タツエ	 横山登美雄
城　　範子	 畠山　一美	 東　クニヱ	 河端　和枝	 河村　洋美	 野島　道弘	 川口　清美	 高山　尚子
曽根田　保	 小坂　勝江	 伊東　次男	 中井　福江	 畠山　昭雄	 丸子恵美子	 熊本　篤子	 飯田　順子
西垣内宏子	 大杉美和子	 畠山　朝子	 向井　亮子	 高山　澄子	 蓮池　幸枝	 髙下多恵子	 田畑香夜子
尾崎喜代志	 三浦　瑛子	 籔根　潤子	 岩成　玉子	 数實　　明	 濱尾　慶子	 脇野スズ子	 岡田　雅彦
木村　守夫	 畠山　了次	 森重　宏子	 田尻　長子	 畝本紀由子	 曽里　節子	 湯浅　園江	 向井　敏之
黒瀬　詔子	 永田　常之	 藤登　弘郎	 渡辺　勲市	 薬師地紀代美	 匿　　　名
矢野町ボランティアグループさつき会	 矢野町女性会	 矢野町社会福祉協議会	 矢野地区民生委員児童委員協議会
社会福祉法人	安芸の郷	 矢野地区心身障害児者父母の会

山口　景昭	 山口　桂子	 綛村　栄子	 深田加代子	 天畠　悦子	 福永　　博	 柚木百合枝	 末石　隆之
岡　　則子	 大元　　充	 竹本　利郎
矢野南地区民生委員児童委員協議会	 　　　　矢野南学区社会福祉協議会

倉橋　久恵	 京才小夜子	 舛迫富佐子	 大塚喜久子	 末永富美子	 伊藤　広子	 川崎　博子	 宇野　耕次
松田　康憲	 石井リツ子	 宮原　邦子	 背戸　幸雄	 岩田　文惠	 倉本　弘康	 丸子　茂美	 山口　清美
岩田　　昭	 和泉　敬子	 金山　輝彦	 金山　美行	 池田　正裕	 宮脇　時夫	 小森　　崇	 横田美智子
古井　清一	 山根　征江	 津田　義晴	 	 	 	 	
ボランティアグループ阿戸ほことり会　　　　　阿戸町女性会	 阿戸地区民生委員児童委員協議会	 　　　阿戸地区社会福祉協議会
老人保健施設	りは・くにくさ	 社会福祉法人	無漏福祉会知的障害者更生施設あとの郷

	 	
一番ヶ瀬茂實	 折羽イセミ	 大崎　美子	 妙田　　巧	 湯浅　正史	 影久　　香	 杉原奈央子	 中野　牧子
松井　裕子	 中本登起枝	 坂本寿美代	 小田　京子	 信井　祐子
ＮＰＯ法人カムカム　　安芸区心身障害児者父母の会　　安芸区ボランティアグループ連絡会　　安芸区連合女性会　　安芸区母子寡婦福祉会
広島市手をつなぐ育成会	安芸支部	 	 	 	 	 　　　（敬称略、順不同）
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