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第88号第88号

毎週火曜日　10：00～12：00
先輩ママ“MaMaぽっけ”による子育ておしゃべりの場です。
はじめての子育て、仲間づくりを応援しています。また、子
育てサークルのことや子どものこと、ママ、パパたちの悩み
などの相談にのっています。ママ、パパの気分転換にどうぞ！

毎週水曜日　13：00～15：30
障害者自身が障害者の相談を受けています。
相談員が車いすでいろいろな所に出かけているので、
出入りしやすいお店やサービスのよいお店などの情報
がたくさんあります。気軽に話しに来ませんか？

無料
です
無料
です　安佐南区社会福祉協議会では、生活上のあらゆる困りごと、悩みごとについての

相談をお受けしています。お気軽にお電話ください。
裏面下記参照までお問い合わせください

　安佐南区社会福祉協議会では、生活上のあらゆる困りごと、悩みごとについての　安佐南区社会福祉協議会では、生活上のあらゆる困りごと、悩みごとについての

保育活動相談 障害者相談

毎月第３水曜日
13：00～15：00（要予約）

金銭トラブル、不動産、家庭問題、遺産相続など分か
りにくい法律の疑問に弁護士がお答えします。

在宅看護職の会が健康相談を行います。
佐東老人いこいの家

第１・３月曜日　10：30～12：00
祇園福祉センター

第２・４水曜日　13：00～15：00

弁護士相談 まちの保健室　赤い羽根共同募金にご協力いた
だきまして誠にありがとうございま
す。
　皆さまからお寄せいただいた募金
は区社会福祉協議会の「福祉のま
ちづくり総合推進事業」、また高齢
者支援、障害者支援、子育て支援
等々の福祉活動に使わせていただ
いております。

赤い羽根
共同募金
のお礼

平成24年度募金実績額

3月31日現在の実績報告
16,337,980円

　　「自閉症｣の方たちには、その特性に合わせた特別な対応
が求められることが多く、特に学齢期終了後の社会参加を推
進していくための環境整備には困難な状況が多くみられま
す。このことから、交流、情報交換を通じて自閉症の方に対
する認識を共有し理解や関心を深め、援助技術を高める一助
とするため「自閉症理解講座」を開催します。

目　　的

できれば全日ご参加ください
（但し、一日でも可）・
できる限り公共交通機関を

ご利用ください

できれば全日ご参加ください
（但し、一日でも可）・
できる限り公共交通機関を

ご利用ください

●日　　時 平成２５年５月１９日（日）９：３０～１６：３０（雨天決行）
●講　　師 独立行政法人 国立病院機構　賀茂精神医療センター
 児童指導員　元　山　淳　氏　・　作業療法士等専門スタッフ
●内　　容 レクリエーション、ランチ（バーベキュー）、反省会
●会　　場 安芸高田少年自然の家
●所 在 地 安芸高田市吉田町吉田４０６（℡0826(47)1331)

●参 加 費　１，000円
●移動手段 福祉バス
●集合場所 広島市安佐南区役所
 駐車場＜住所・地図＞　
 裏面参照
●持 ち 物 体育館シューズ

「自閉症児・者と楽しく関わるためのこころみ＊デイキャンプ＊」
※共催の「おむにばす」の自閉症児・者＆保護者が参加します

第1回

●日　　時 平成２５年６月３０日（日）１０：００～１６：００（９：３０～受付）
●会場・参加費・持参するものは第２回と同じ
●「テーマ＝自閉症の方に接する時のポイント～なんでも相談会　Ｑ＆Ａ～」
　社会福祉法人柏学園　かしわ相談支援事業所
　相談支援専門員　金　丸　　博　一　氏　　　　　
●ランチタイム（１２：００～１３：００）→アイスブレイク（１３：００～１３：１５）

●グループワーク（１３：１５～１４：１５）→休憩（１４：１５～１４：３０）
●グループごとの発表（１４：３０～１５：００）
●指導・まとめ（１５：００～１６：００）　金　丸　　博　一　氏
●終了・解散後　金　丸　　博　一　氏を囲んで懇親会
 　（同会場、茶話会形式で自由参加）

「自閉症児・者と楽しく関わるためのこころみⅡ」第3回

■対　象　者　　事業所の職員、ヘルパー、自閉症に関心のある人（ボランティア活動希望等） 
　　　　　　　　～自閉症児・者のご家族は対象外です～
■定　　　員　　５０名（＊定員になり次第締めきります）
■主　　　催　　社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会
■共　　　催　　社会福祉法人　広島市手をつなぐ育成会　　自閉症理解活動グループ　おむにばす
■申し込み・問い合わせ先　　社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会事務局　（担当：吉田）

　　「自閉症｣の方たちには、その特性に合わせた特別な対応　　「自閉症｣の方たちには、その特性に合わせた特別な対応　　「自閉症｣の方たちには、その特性に合わせた特別な対応　　「自閉症｣の方たちには、その特性に合わせた特別な対応

参加者募集
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が求められることが多く、特に学齢期終了後の社会参加を推
進していくための環境整備には困難な状況が多くみられま
す。このことから、交流、情報交換を通じて自閉症の方に対
する認識を共有し理解や関心を深め、援助技術を高める一助
とするため「自閉症理解講座」を開催します。
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症症理解講自閉症理解講座

●日　　時 平成２５年６月９日（日）１０：００～１６：００（９：３０～受付）
●会場・所在地 安佐南区総合福祉センター裏面参照
●参 加 費 無料
●持参するもの 昼食　㊟近隣にコンビニ等がございません
 当日受付時に、お弁当の注文を承ることもできます。
●＜講座Ⅰ＞ 「テーマ＝自閉症の理解と援助のあり方・デイキャンプの反省」
 独立行政法人国立病院機構　賀茂精神医療センター
 児童指導員　　元　山　　淳　氏

「自閉症児・者と楽しく関わるためのこころみⅠ」（講座Ⅰ　講座Ⅱ）第2回
●＜講座Ⅱ＞ 「テーマ＝私と福祉～自閉症児・者との関わりを通して～」
 ひとは福祉会　ひとは工房・アグリサポートひとは
 作業生活支援員　福　田　　大　輝　氏
●指導・まとめ（１５：００～１６：００）　
 元　山　　淳　氏
●終了・解散後 元　山　　淳　氏を囲んで懇親会
 （同会場、茶話会形式で自由参加）



はじめての一歩

　介護者の集いひまわり会をのぞいてみま
せんか？
　日頃の介護の悩みや不安は介護者にしか
わからないものです。
　「いろんなことを気楽に話しあえる場所が
ほしい」と介護者のみなさんが、総合福祉センターに集
まっています。
　介護を自分一人で抱え込まないで、一緒に考えていけ
る仲間がいれば、どんなに心強いことでしよう。最近で
は、男性の会員さんの参加もあります。
　参加をして、“ちょっと一息“してください。

定例会・・・毎月第３水曜日　10：00～12：00
場　所・・・安佐南区総合福祉センター（右記地図参照）
　　　　６階 会議室
内　容・・・茶話会・バスハイク・制度の勉強会など

一人で悩んでいませんか？一人で悩んでいませんか？

掲載記事へのご意見・ご感想・各種講座など
申し込み・問い合わせ先

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会事務局
〒731-0194 広島市安佐南区中須1-38-13
TEL 082-831-5011  FAX 082-831-5013
E-mail：asami@shakyohiroshima-city.or.jp

平成25年度安佐南区社協重点事業平成25年度安佐南区社協重点事業
ささえあいのまちづくりをすすめます 　安佐南区社協はこのたび「安佐南区社協地域福祉推進第６次５か年計画」を策定しました。

　『みんなでつくる　ささえあいのまち』をスローガンに掲げ、「たすけあいのまちをつくろ
う」「一人ひとりの暮らしをささえよう」「活動をすすめる体制を強化します」の三つの柱を
軸にして、住民一人ひとりが地域で安心して暮らせるための「ささえあいのまち」の実現を目
指して、地域住民、行政機関、関係団体等と連携を図りながら、取り組みを進めます。

学（地）区社協が取り組む福祉のまちづくり
を応援します。1
支えあいと分かちあいの精神を大切にしたボラン
ティア活動を支援します。また、新たな社会的課
題に関する「福祉講演会」等を開催し、福祉に対す
る関心、理解を深めるための場づくりを行います。

2

児童・生徒の福祉教育の充実、若い人たちの
福祉活動体験を支援します。3
社会や地域の援助を必要としている方々への
相談と自立支援に向けた取り組みを行います。4
安佐南区地域福祉センター、祇園福祉セン
ター、佐東老人いこいの家が、地域の福祉
活動の拠点としての機能が発揮できるよう
取り組みます。

5

収入の部 会費収入 2,746 寄付金収入
1,000

補助金収入
63,162

受託金収入
20,282

合計98,489

合計17,737

合計98,489

共同募金助成金収入 400

多山報恩会助成金収入 500

事業収入 290
雑収入 255

受取利息 30

前期末支払資金残高 3,229
経理区分間繰入金収入 6,595

一般会計
平成25年度　予算

支出の部

収入の部
特別会計

支出の部

法人運営
50,641

企画・広報 950
大会 547

地区社協育成・研修
14,699

児童福祉 114老人福祉 287
障害者福祉 576
母子・父子福祉 101
部会・委員会 86
ボランティア活動・福祉教育 4,555
共同募金助成事業 818
心配ごと相談 467
相談援助 153
貸付事業 2,183

地域福祉センター事業費
5,088 ガイドヘルパー

15,194

単位：千円

まごころ銀行預託事業
1,030

予備費
1,000

受託金収入
17,737

合計17,737
佐東老人いこいの家
管理費
6,483

ボランティア活動に興味・関心のある方、何かをしてみたいな！と思う方におすすめです。
ボランティア活動について知って、自分にあったボランティアを見つけてみませんか？

日　時　　平成２５年６月２１日～７月１２日の毎週金曜日
　　　　　１０：００～１２：００　＜全４回＞
会　場　　安佐南区総合福祉センター　5階ボランティア研修室・６階大会議室 1・2
内　容　　1回目 ボランティア活動について
　　　　　2回目 ボランティアグループの紹介
　　　　　3回目 コミュニケーションの取り方
　　　　　4回目 まとめ（身近なところからボランティアを始めてみよう）
定　員　　３０名（定員になり次第閉切ります）
参加費　　無料
締　切　　平成２５年６月１４日（金）
申し込み先　　下記参照
関心のある方は気軽にお問い合わせください。

要約筆記ボランティア入門講座要約筆記ボランティア入門講座
全３回

日　時：平成２５年６月１７日（月）～７月１日（月）
　　　　毎週月曜日１０：００～１２：００
会　場：安佐南区総合福祉センター
　　　　5階ボランティア研修室・6階大会議室1
対　象：本講座修了後、主に安佐南区内で
　　　　要約筆記活動をしようと考えている方
内　容：①講義「中途失聴・難聴とは？」、実習「要約筆記の表記」
　　　　②実習「読みやすい筆記」「話し言葉の要約」
　　　　　体験発表「難聴者の生活」「要約筆記者として」
　　　　③実習「ノートテイクとは？」、交流会
定　員：２０名（定員になり次第締め切り）
参加費：５００円（資料代として）
締　切：６月１０日（月）
申し込み先：下記参照
主　催：広島市要約筆記サークルおりづる安佐南支部
協　力：安佐南区社会福祉協議会

ボランティアセンター通信ボランティアセンター通信ボランティアセンター通信ボランティアセンター通信

聴覚障害のある方のお手伝いをしてみませんか？
“要約筆記”とは言葉を文字で書いて相手に伝える方法です。

  ボランティアセンター
で、

いろいろな方と

つながってみませんか
？

気軽に足を運んで
みてください。あたたかくなってきました。何か新しいことにチャレンジしてみたい方にご案内です。あたたかくなってきました。何か新しいことにチャレンジしてみたい方にご案内です。

～ボランティア活動を
　　　はじめてみませんか？～

　人生半ばで言葉や体が不自由になった方々の訓
練や遊びをとおして仲間づくりのために、安佐南区
総合福祉センターを利用して月1回開催しています。
会をとおして機能回復と家族・社会での自立をめざ
しましょう！　是非一度見学にきてみてください。
　また、「まあいい会」をお手伝いしてくださるボラ
ンティアさんも募集しております。

寄付はあなたを変える第一歩寄付はあなたを変える第一歩 寄付についてのご案内
皆さまからの温かいご支援が、福祉の向上への大きな力
になります。寄付はそのひとつの方法です。
☆このようなときに、寄付というのはどうでしょうか？
●長寿や結婚、金婚式などのお祝いの記念として
●フリーマーケット・チャリティーバザーなどの収益金を
●グループの忘年会、会合などの会費の一部を
●香典返しに代えて ●お店などの募金箱から

いただいたご寄付は、下記の事業に使わせていただきます。
☆主な寄付金の使途
●地域福祉事業 ●障害者福祉事業
●母子父子福祉事業 ●ボランティア事業

☆寄付金のお申し込み方法
　直接、ご持参ください
☆お問い合わせ先　右記参照

¥

中途障害者の集い「まあいい会」
参加者＆ボランティア募集

中途障害者の集い「まあいい会」
参加者＆ボランティア募集

開催日時　毎月第３水曜日　１４：００～１６：００
会　　場　安佐南区総合福祉センター
　　　　　６階 大会議室
内　　容　機能回復を目的とした体操など
参 加 費　１回につき１００円
協　　力　安佐南区スポーツセンター・
　　　　　安佐南区社会福祉協議会

　園福祉センター
管理費
11,254

● ボランティア講座を開催します！●● ボランティア講座を開催します！●

安佐南区役所




