
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 
平成 26 年 6 月 158 号 

 
＜編 集 ・ 発 行 ＞ 

 
社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会 
東 区 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 

 
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町 9－34  

東区総合福祉センター4 階 
TEL （０８２）２６３－８４４３ 
FAX （０８２）２６４－９２５４  

E-mail : higashi@shakyohiroshima-city.or.jp 

        http://www.shakyo-hiroshima.jp/higashi/ 

講師：日本赤十字社広島県支部 

赤十字救急法指導員  山田 純一 氏 

知っておきたい！救急車が着くまでの対応。 

AED操作方法。熱中症、止血・骨折の応急処置など 
 

＜持参物＞ 大判のハンカチ・飲物・動きやすい服装  
 

 

この夏はボランティアに挑戦してみませんか？ 
『Let‘s TRY ミニボラ』とは、学生による学生のためのボランティアです！ 

１度しかない学生生活♪私たちと一緒に素敵な仲間、輝く笑顔に出会ってみませんか？ 
 

                                                 by 安田女子大学 みれー  
（企画スタッフ：広島修道大学、広島文教女子大学、比治山大学、比治山大学短期大学部、比治山大学大学院、安田女子大学）  

開催日程：８月 11日（月）、８月 12日（火）、８月 18日（月） 

場  所：東区総合福祉センター 他（東区東蟹屋町 9-34 東区役所となり） 

対  象：25才までの学生（高校生以上） 

参 加 費：500円（8/12,18 昼食代含む、別途ボランティア活動保険代 300 円） 

定  員：先着 25名 ※全回参加できる方を優先させていただきます。 

内  容：障害のある子どもたちや家族が楽しめるように 

学生ボランティアがサポートします 

昼  食：8/11各自持参、8/12弁当あり、8/18バーベキュー 

備  考：各回とも動きやすい服装で参加してください。 

申込・問い合せ先：東区社会福祉協議会 TEL : (082)263-8443 

★ プログラム ★ 

[ミニ運動会の陣] 

8/11(月）10～15時 作戦会議 

8/12（火）9～16時 いざ!ミニ運動会! 
 

[バーベキューの陣] 

8/18（月） 

9～16時 バーベキュー＆空港見学 

17～19時 まとめ・反省会 

 

障害のある子どもたちが長い夏休みを楽しく過ごせるように、楽しいプログラムを

企画中です！子どもたちと一緒に遊んでくれるボランティアさんを募集していま

す。１回だけの参加でも大歓迎です 
 

開催日：7/25（金）、29（火）、8/1（金）、4（月）、8（金）、11（月） 

8/12（火）、19（火）、21（木）  

時間帯：10:30～13:00  ※時間は日にちによって変更する場合があります。   

場 所：東区総合福祉センター 他 

内 容：クッキング、工作、ミニ運動会、レクリエーション、コンサートなど 

  交通費：一律 500円支給  

  

 てんこもり講座は 

６月 20日（金）から 

  申込受付開始！ 

★ 8/22（金）10:00～12:00  

  『折り紙』 

～くまモン＆鼓のストラップ～ 

★ 9/26（金）10:00～12:00 

『レクリエーション』 

～やまんば流?!みんなを楽しませる術～  

 

 

mailto:higashi@shakyohiroshima-city.or.jp
http://2.bp.blogspot.com/-8NdJg3QsXpQ/U401GmwJh5I/AAAAAAAAg90/EvoZgrkuxIw/s800/rain_ame.png


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害のある仲間たちのクラブ活動をサポートしてくれるボランティアさんを募集しています。 

色々なプログラムが盛りだくさん！好きなものを選んで参加できます。1回だけの参加も大歓迎です。 
 

 日程：①６月 26日 ②７月 24日 ③９月 25日 ④10月 23日 ⑤11月 27日 ⑥１月 22日 

木曜日 13:00～15:00 

  内容：体育 [場所] 吉島体育館など （ゴロ野球、ボウリング、散歩など）  

    水泳 [場所] 広島市心身障害者福祉センター内プール 

    文化 [場所] もみじ作業所など（創作、絵画鑑賞、読書など） 

    音楽 [場所] もみじ作業所 
 

＜申込み・問い合せ先＞  

社会福祉法人 もみじ福祉会  

 中区吉島西 2-1-24   

TEL:(082)243-0331/ FAX:(082)243-0497 

 info@fukushi-momiji.or.jp 

         

８月６日（水）に開催される平和記念式典での車イス介助等ボランティアを募集中です。 

あわせて、車イス介助等の経験のない方のためにボランティア講座を開催します。 

※これまでに、式典の介助ボランティアに参加された方も、7/19 の事前講習会へご参加ください。 

日時 内  容 定 員 場 所 

 

7/12（土） 

9 :30～12 :00 

・被爆者証言者の談話 

・平和記念式典における介助ボランティアとは… 

※ボランティア経験者のお話 

※車いすの操作方法について 

 

 

40 名 

 

広島市社会福祉 

センター 

５階 大会議室 

（中区千田町 1-9-43） 
 
 

7/19（土） 

9 :30～12 :00 

・平和記念式典における介助ボランティア活動の 

オリエンテーション 

・平成公園内での実地体験 ※シミレーション 

 

100名 

アステールプラザ 

多目的スタジオ 

平和記念公園 

＜参加対象＞ 

ボランティア活動希望者で今年の平和記念式典（8/6）に 

ボランティア活動が可能な方 

（初めての方は、原則、全日程参加可能な方） 

＜参加費＞ 無料 

＜当日のボランティア活動について＞ 

     活動日時：8/6（木） 6:15～10:00 

      活動場所：平和記念公園内 

   活動内容：車いす介助ボランティア（※２人１組で活動） 

 

 

 

申込締切：7/4（金） 
 

＜申込・問い合せ先＞   

広島市社会福祉協議会 

広島市ボランティア情報センター  

TEL : (082)544-3399 

FAX : (082)544-3404 

 

＜今後の予定＞   

★H27.1/19 『笑いヨガ』  

★H27.3/2  『男性介護者からのお話』   

 

『身近な防災対策』 

   東区で想定される災害など身近な事例をもとに、日頃から備える

ことの重要性や避難時の注意点などを一緒に考えてみませんか。 
 

日  時：平成２６年９月１日（月）１０：００～１２：００ 

   講 師：広島県自主防災アドバイザー  防災士  

     箱上 恵吾 氏、宮永 正稔 氏 

   会 場：東区総合福祉センター ４階 ボランティア研修室 

  定 員：４０人 

  共 催：東区タイムボランティアふれあい、東区社会福祉協議会 

 

 

 

ボランティアをしている方には、これからの活動のヒントになるかも！ 

「ボランティアをやってみたいなあ～」と思っている方には、活動のきっかけになるかも！ 

まずは色々な講座を受けてみませんか？ 

 

1. 事業助成「ボランティアグループ等が行う事業への助成」 

ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障害者等のために福祉活動や文化活動および

復興支援を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成

（在宅高齢者・在宅障害者等の家族のための福祉活動や文化活動を含む） 

（１） 対象となる事業または費用 

A. 在宅高齢者または在宅障害者の自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞する等、その

生活の支援に資する事業・費用 

B. 在宅高齢者または在宅障害者の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、備品

等を整備する事業・費用（補助犬等の動物及び植物を含む） 

（２） 助成金額     １件 10～50 万円 （合計 2,000 万円） 

２．助成対象  地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよびNPO 

３．締  切  平成 26 年６月末日  

＜応募申込書の請求先・提出先＞  

    〒143-0016  東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命ビル大盛支社ビル内 

    公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局   TEL /FAX : (03)6674-1217 

      

掲載記事に関するご意見・ご感想、各講座などへの参加申込につきましては、東区社会福祉協議会まで 

お問合せください。（TEL：263－8443／ FAX：264－9254） 

※ 東区総合福祉センターへお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

 

この前、花粉症に悩まされていたと思ったら、あっという間にもう夏休みがそこまで

来ています。この夏に向けて、学生ボランティアさんと色々な企画を練りに練りまく

り、若いエネルギーとアイデアを補充中です。ちょっとは若返るかな…！？ 

    ボランティアコーディネーター 

tel:(082)243-0331

