
福祉情報

第115号

※“やあこんにちは！”で取り上げたい西区内の人・モノ・団体等がありましたら、西区社会福祉協議会まで情報をお寄せください。

●会設立の経緯について教えてください。
　偶然、交流会の場で西区社協の方におりがみを披露した
際に興味を持ってもらい、まだ近隣では珍しい、おりがみを中
心にした活動グループの立ち上げを提案されたことがきっか
けです。私は別のボランティアグループで小学校や高齢者施
設等での交流活動をしており、その中でおりがみを使うことも
あったため、グループ内のおりがみに詳しい方の協力があれ
ば実現できると考えました。平成18年4月に3名のスタッフで設
立し、現在は7名で活動しています。

●どのような活動をされていますか。
　おりがみの楽しさを広めるとともに、地域のボランティアを育てるために月1回講師を招
いておりがみ教室を開催しています。また、3ヵ月に1回高齢者グループホームへの訪問
活動も行っています。「交流」や「楽しさ」を重視した活動を心掛けており、おりがみ教室
では、季節を先取りしたテーマを取り入れるなどの工夫もしています。複数のボランティア
グループ等に所属する会員も多く、活動の間口が広いため、それぞれでおりがみの講師
を引き受けたりして、個別の広がりも見せています。福祉まつり・ボランティアまつりでの体
験コーナー等、西区社協と関わりの深い活動も行っています。

●今後の目標を教えてください。
　会設立以降、続けてきたおりがみ教室ですが、マンネリ化もあって今年一旦終了し、施設等への訪問を増やすこと
を検討しています。また、講師として声を掛けていただく機会も増えたので、個人的には地域のふれあいいきいきサロン
担当者や民生委員等、住民との接点の大きい方々にもっと伝えられれば、地域交流の一助にもなるかと思います。今
後は社協のボランティア養成講座への協力等を通じ、会員を増やしていきたいと考えています。

　今回は、たのしい「おりがみ」の会代表の井上資也さんにお話を伺いました。同会はおりがみ
による交流活動を続けられています。

　外国の方も、おりがみをとても喜ばれるそうです。おりがみは日本の伝統文化でもあり、会の活動自体が文化継承
の役割も担っている点に誇りを持って活動されている印象でした。反面、会では講座の場合など人手が足りず困る
ことも多いそうなので、興味のある方は西区社会福祉協議会（電話：082-294-0104）までお問い合わせください。
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希望者を対象とした、おりがみ教室の様子

活動による作品の一部
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開催場所／西区地域福祉センター４階
時　　間／毎月第１水曜日（祝日の場合翌週開催）
　　　　　午前１０：００～１２：００
支援グループ　わぃわぃサークル
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西区認知症の人と家族の会のご案内
家族の会では、日頃の悩みを語り合ったり、認知症についての勉強会などを
毎月開催しています。家族の会の仲間があなたをお待ちしています。

赤い羽根共同募金のお礼

定例日 ： 毎月第２水曜日　午後１：００～３：００
会　場 ： 西区地域福祉センター
内　容 ： 情報交換・座談会・施設訪問など

赤い羽根共同募金へのご協力
誠に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募金は、民間の福祉
活動をすすめるために使われます。

平成25年度募金実績額 (広島市共同募金会西区分会実績分)

11,565,975円(2月末日現在)
・地区社会福祉協議会への助成金として福祉のまちづくり
総合推進事業、地区社協事業の経費に
・高齢者、障害者、子育て中のお母さんたちのふれあいの場、
交流の場（ふれあいいきいきサ
ロン）づくり
・在宅で高齢者や障害者を介護さ
れている方のリフレッシュ事業
・ひとり親家庭の集い事業 など

例

地域福祉センターの利用について地域福祉センターの利用について

　西区社会福祉協議会では広島市より業務を
受託し、指定管理者として西区地域福祉センタ
ーを管理しています。福祉を目的とする市民の
交流や活動の場を提供することで、自主的な福
祉活動を支援しています。
　主にボランティアや福祉に関する会議・研修等
の会場としてご利用
いただいていますの
で、ご希望の際には
お問合せください。

※福祉目的以外でも有
　料にてご利用いただけ
　る場合があります。

問合せ 西区社会福祉協議会　２９４－０１０４ ／ 西保健センター　２９４－６２３５

電 話 082-294-0104

“子育てオープンスペース”
ってなあに？

“子育てオープンスペース”
ってなあに？

そんな子育て中の親子が、気軽に参加できる
“親子の交流”の場が「オープンスペース」です。

子育ての
情報交換を
したい

たくさん
お友達を
つくりたい

安心して
子どもを遊ばせる
場が欲しい

※参加費無料・時間内で
　あれば出入り自由です

絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一緒に遊びましょう！
「子ども大好き！」なボランティアが集まり運営しています。お気軽にご参加ください！

平成26年度開催予定

子育て
オープンスペース

（電話：082-294-0104）
お問合せは西区社会福祉協議会まで

おひとりで悩まず
　お気軽にお電話ください。
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お財布
から

コロコロ コロコロ コロコロッッとと
愛がうまれます！！愛がうまれます！！

ご加入ありがとうございました

郵便振替口座 社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会
（振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せください。）０１３５０-９-１６５３７

みなさまのあたたかいお気持ちは、西
区内の地域福祉活動を推進する貴重
な財源として有効に使わせていただ
きます。

賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名
（Ｈ25年12月3日～Ｈ26年3月10日）

●心配ごと相談
　日常生活上の悩みごとや心配ごとの相談に応じます。
　専門的なことについては、関係機関を紹介します。

●在宅訪問相談
　高齢や障がいや病気などにより、出かけて相談することが
　難しい方に、ご自宅を訪問して相談に応じます。

●専門相談員の派遣
　相談の内容によっては、司法書士、弁護士などの専門相談
　員がご自宅を訪問し、適切なアドバイスをいたします。
　（初回相談のみ無料）

●福祉サービス利用援助事業「かけはし」
　高齢や障がいにより判断能力の低下した方に、福祉
サービスの利用や、金銭管理のお手伝いすることで、安
心した在宅の日常生活が送れるサービスを行います。
（相談は無料、サービスは有料です）

ご寄付ありがとうございました
《寄付者ご芳名》（Ｈ25年12月3日～Ｈ26年3月10日）

吉松　兼一様　久保田　正幸様　森岡　和男様
NPO法人広島鯉城断酒会様　木田　悦子様
中途視覚障害者の集いカナリアの会様　南観音女性会様
南観音地区民生委員児童委員協議会様
明るい社会づくり運動西区協議会様　ほか匿名3件

※営利法人の場合は、法人税法第３７条による額が損金算入されます。
　個人の場合は、所得税法第７８条により寄付金控除が受けられます。

月曜日～金曜日（祝日除く）午前９：00～午後3：45
専任の総合相談員が相談に応じ、問題解決の
お手伝いをします。 来所でも電話でも応じます。

相談の問合せは西区社会福祉協議会まで　電話：082-294-0104

ご存知ですか？ 

　広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行い、地域住民の福祉増進を図
ることを目的として、弁護士による法律相談を開催します。

相談日

受　付

相談内容

定　員

会　場

弁護士無料法律相談のお知らせ

＜賛助会員＞
松山　宗治様　増田　逸馬様　宮本　宣彰様　保田　正子様
石井　　浩様　熊代　　誠様　和喜　啓子様　杉原　　誠様
宮川　秋三様　若宮　　登様　山下　雅子様　平末　郁馬様
小瀬　隆裕様　東　　友一様　米山　松雄様　桑原　　量様
鈴木　幸夫様　小川九人雄様　梶川　　弘様　檜山美佐子様
山肩　俊彦様　高田　英子様

＜特別賛助会員＞
障害者生活支援センターてごーす様　井口地区女性会様
豊田歯科医院様　有限会社キクスイ様　南観音学区社会福祉協議会様
庚午北女性会様　株式会社井口不動産様　力田　忠義様
社会福祉法人おりづる様　株式会社西田修理工場様
西区母子・寡婦福祉会様　庚午地区民生委員児童委員協議会様
草津地区民生委員児童委員協議会様　己斐学区社会福祉協議会様　
高須学区社会福祉協議会様　己斐東学区社会福祉協議会様

※引き続き賛助会員・特別賛助会員の募集をしていますので、ご協力よろしくお願いいたします。

（H26年3月10日現在）

●平成２５年度　賛助・特別賛助会員の加入状況

58件１79，０００円
44件723，０００円

賛助会員

特別賛助会員

賛助会員 1口=2,000円
特別賛助会員 1口=5,000円

個人対象

企業・団体等対象

※何口でもご加入いただけますご加入くださるには

申込先：広島市西区社会福祉協議会 （電話）294-0104

〈
一
般
寄
付
〉

お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。

平成26年6月18日（水）午後1:00～4:00 西区福島町2丁目24番1西区地域福祉センター
平成26年5月19日（月）から先着順で受付※原則として西区居住の方を優先します。
弁護士による法律相談。親子関係、多重債務、破産、過払金取り戻し、
土地のトラブル、離婚、相続、少年事件など。
6名（相談時間は一人30分です）

実施日

相談無料
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この広報紙は、（財）多山報恩会の助成金及び共同募金配分金により作成しました。

　この度「中途視覚障害者の集い　カナリアの会」では点字サ
ークル楽点会とともに点字教室を行うことになりましたので、
参加者（中途視覚障害の方）を募集します。
　CDやカセットの管理など身近なところから、昔好きだった
推理小説を再び読めるようになりたい！
　エレベーターに乗り込み、自分で行き先ボタンを押して最後
はカッコよくエレベーターを降りたい！など、夢見る点字教室を
目指します。
　多数のご参加お待ちしております。

手話ボランティア入門講座手話ボランティア入門講座
日　程：平成２６年５月１３日(火)～７月１５日(火)
　　　  毎週火曜日　全１０回
時　間：午後１：３０～３：３０
会　場：西区地域福祉センター　４階
参加費：１，０００円（テキスト代ほか）
共　催：手話サークル麦、西区社会福祉協議会
定　員：２０名（先着順）※定員になり次第締切

日　程：平成２６年5月9日(金)～7月11日(金)　
　　　  毎週金曜日　全10回
時　間：午後７：００～8：45
会　場：西区地域福祉センター　４階
参加費：１，０００円（テキスト代ほか）
共　催：手話サークル・クローバー、西区社会福祉協議会
定　員：25名（先着順）※定員になり次第締切

夜
の
部

昼
の
部

電話：２９４-０１０４  ＦＡＸ：２９１-７０９６
講座の申込・問合せは西区社会福祉協議会まで

電話：２９４-０１０４  ＦＡＸ：２９１-７０９６
講座の申込・問合せは西区社会福祉協議会まで

要約筆記
ボランティア

点字教室のご案内

日　程：平成２６年５月１２日(月)～
　　　　  6月9日(月)
　　　　  毎週月曜日　全5回
時　間：午前１０：００～１２：００
会　場：西区地域福祉センター　
参加費：300円（テキスト代ほか）
共　催：広島市要約筆記サークルおりづる
　　　 広島市中途失聴・難聴者協会
　　　 西区社会福祉協議会
定　員：20名（先着順）
　　　 ※定員になり次第締切

入門講座

　

■ 編集・発行
　社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会／広報委員会
〒733-8535   広島市西区福島町二丁目24番１号

西区地域福祉センター４階
TEL 294-0104   FAX 291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
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交通機関

・〈ＪＲ〉山陽本線西広島駅下車 徒歩13分
・〈広電電車〉市内線福島町電停下車 徒歩４分
・〈広電・広島バス〉西区役所前バス停下車 徒歩４分
・〈広電バス〉観音小学校前バス停下車 徒歩４分

旭橋入口バス停下車 徒歩10分

日　程 ： 平成26年4月10日（木）～
　　　　 原則毎月第2木曜日
　　　　（変更の場合もあります）
時　間 ： 午前10:00～12:00
会　場 ： 広島市西区福島町2丁目24番1
　　　　 西区地域福祉センター4階

（森井 豊）082-272-4790
申込・問合せ先

※連絡先は西区社協ではありませんので、ご注意ください。
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　広島市では、今年に入り火災による死者が増えています。2月末現在で
既に9名が犠牲となっており、そのうち7名が65歳以上の高齢者です。
　家庭から火事を出さないため、寝たばこはしない・させない、家の周りに
は燃えやすいものを置かないなど、日頃から火災予防に取り組みましょう。
　また、火災を早期に発見し、大切な命を守るために、住宅用火災警報器の
点検を行いましょう。
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