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西区社協だより

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

 

●どのような経緯で始められたのですか？
　平成２２年度、協議会の熱心なメンバーからの提案が始まりでした。総会で「そりゃあ良いことじゃ、やろう！」と始め、今年で
５回目です。長期休暇の夏休み・冬休みに午前中約６日間ずつ、いきいきプラザ（広島市西地域交流センター＜西区福島町
一丁目＞）にて、観音中学校区の小・中学生対象に学習の機会として行っています。
　中学生は部活で忙しいこともあり、現在は小学生が中心で、発足当初からの子どもも含めて毎回１０名前後の子どもたち
が通っています。一人で学習するのが難しい、家では集中ができない、など理由はさまざまですが、長期休暇の子どもたちの
行き場の一つになっています。

●どんな方がお手伝いしているのですか？
　ふれあい活動推進協議会のメンバーと地域住民（元PTA役員）などです。学習
指導は、当初、学校の先生の協力も得て実施していましたが、近年は学生ボラン
ティアや観音中学校OB・OGの大学生や高校生も手伝ってくれています。身近な憧
れの存在になっていると思います。
　今後は、多くの団体からの支援が得られるように、活動を広げていきたいと思っ
ています。

●最後にどうぞ！
　コミュニケーションにおいて一番大切なことは、「あいさつ」「笑顔」だと思います。子ども
たちと出会ったときに、「あいさつ」をきっかけに、話ができるようになります。
地域づくりも「あいさつ」が大切！「あいさつを通じて地域で子どもを育てる」をモットーに、
これからも取り組んでいきたいと思います。

　これからの未来を背負う子どもたちに、地域で何ができるか？子どもたちに、「あいさつ」と「笑顔」のコミュニケー
ションを大事にされて、取り組みをされているのが印象的でした。

　<お手伝いをされている方より> 
私たちも地域に見守られ、支えられて育ちました。地域に住む大人として、将来この地域を支えていく子どもたち
を、私たちがバックアップする役目だと思っています。

観音中学校区ふれあい活動推進協議会が実施している「地域勉強会」へおじゃましました。
会長の虻田明水さんから話を伺いました。

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

夏休みの宿題やっちゃおう！～学習支援活動の取り組み～夏休みの宿題やっちゃおう！～学習支援活動の取り組み～

高校生が宿題を教えてくれています
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事業報告
　市社協と連携し地区（学区）社協の人材育成や体制整備を通じて、先駆的な活動や開拓的な取り組み活動の支援に努め、施設・団体等との協
働による小地域のたすけあいのまちづくりが進むよう「近隣ミニネットワークづくり推進事業」、「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」、「地
区ボランティアバンク活動推進事業」の３事業を中心とした福祉のまちづくり総合推進事業を支援しました。
　地域や教育関係機関と連携し、効果的に福祉教育を推進するように、子どもから大人までの幅広い年代や団体等に、福祉体験活動学習プログ
ラムの充実した取り組みを目指し、区民の福祉の理解と関心をたかめるよう、福祉教育の推進に努めました。
　ボランティア入門講座等を開催し、ボランティア活動の場を広げ、福祉まつりやボランティアまつりの実施により、区民の福祉活動への参加を
増やし、また、区民による地域福祉活動や福祉情報を、より多くの区民に届けるような広報活動、たすけあう活動の推進と発信を目指しました。

1 たすけあいのまちをつくる

　心配ごと相談、在宅訪問相談、貸付相談、ボランティア相談等の総合的な相談が行えるように、関係者等と課題を共有し課題解決が
図れるように努めました。
　また、日常生活自立支援事業「かけはし」など、一人ひとりの尊厳や自己決定が尊重され、地域で安心して生活するための支援体制
づくりを目指し、併せて、支えあいの輪づくりの支援として、精神障害者の集い「なかよし会」、中途障害者の集い「すみれ会」などの当
事者グループの運営支援に努め、障害児者団体、当事者家族の会の行事や活動も、関係団体と連携して取り組みを支援しました。

2 一人ひとりの暮らしをささえる

（１）組織・財政の強化
　財源の使途や活動効果をより一層明確にし、区民への理解が得られやすい財源確保について広報活動などを通じて取り組みました。

（２）職員体制の整備・強化
　全職員が福祉の専門職としての自覚を持ち、地域の福祉課題解決に向けた支援ができる基本的・専門的知識を高めることを目
指すために、職員研修並びに派遣研修へ積極的に参加しました。

3 活動をすすめる体制を強化する

平成２５年度 重点項目から

今年も１０月１日から共同募金活動が
始まります。共同募金は、地域ごとの
使い道や集める額を事前に定めて、
募金を募るものです。高齢者・子育て
サロン等の身近な地区社協活動の
財源などとなっています。

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします！

平成２５年度　広島市共同募金会募金総額

平成２５年度　西区分会の募金総額

８８，３２４，６１６円

内　訳 地区社協事業
区社協事業

５，７６０，０７０円
６８９，４７４円

６，４４９，５４４円 ※西区募金総額の内 ５５．４％
平成２６年度　西区配分金総額
※平成２５年度の募金額から配分

【経常支出計 67,191,864円】【経常収入計 79,765,135円】
収入合計と支出合計の差額 12,573,271 円は次年度への繰越金です。

経常経費補助金収入
53,716,653

寄付金収入
674,392
会費収入
922,000

助成金収入
500,000

受託金収入
11,446,772

事業収入
56,900

雑収入
148,562

受取利息配当金収入
3,849

経理区分間繰入金収入
635,076

法人運営事業
37,817,585

企画・広報事業
949,488

地域福祉活動推進事業
7,583,626

福祉推進事業
6,560

部会・委員会事業
95,800

ボランティアセンター活動事業
3,970,575

共同募金配分金事業
964,458

相談援助事業
153,000

受託事業
11,446,772

貸付事務事業
4,204,000

前期末支払資金残高
11,660,931

決算報告 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

平成２６年広島県大雨災害義援金
平成２６年８月２２日（金）から同年１２月２６日（金）まで

（１）口座振込み

〒７３２－０８１６　広島市南区比治山本町１２－２　広島県社会福祉会館内
社会福祉法人　広島県共同募金会

税制上の優遇措置（所得税、住民税）を希望される場合は、領収書の発行ができます。

●募集期間
●受付方法

１１，６３６，１７５円
※目標額(１７，６３７，０００円)に対する達成率 ６６．０％ （３）現金持参

広島県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
（西区社会福祉協議会でも受け付けます。）

広島銀行　三川町支店
広島県信用農業協同組合連合会 本所
ゆうちょ銀行

普通　０６２０９４７
普通　０００４７９１
００９２０－５－２３４８５２

社会福祉法人 広島県共同募金会
社会福祉法人 広島県共同募金会
広島県共同募金会 （広島県大雨災害義援金）

※金融機関窓口にて「広島県大雨災害義援金」である旨、お申し出ください。
　振り込み手数料が無料扱いとなります。

金融機関 口座番号 口座名義

宛先
（２）現金書留について

※ 宛名のところに「救助用」と明記してください。
・郵送料無料扱い期間　平成２６年８月２５日（月）～１２月２６日（金）まで
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参加者

募集 

お財布
から

コロ コロ コロッと
愛が生まれます！！

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。

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郵便振替口座

●日　　時
●場　　所
●持 参 物
●参 加 費
●定　　員
●申込締切

平成２６年１０月１９日（日）　１０:００～１３:００
観音公民館（西区観音本町二丁目１番７７号）
エプロン、三角巾、手ふき
１家族３００円
３０名
９月３０日（火）

●日　　時
●行 き 先
●集合場所
●参 加 費

●定　　員
●申込締切

平成２６年１１月１５日（土） ９：００集合（１６：００解散）※雨天決行
児玉園（山口県大島郡周防大島町）
西区地域福祉センター
大人（高校生以上）…１，０００円（入園料・昼食代込み）
子ども（中学生以下）…９００円（入園料・昼食代込み）
５０名
１０月２４日（金）

ひとり親家庭のつどい
～うどん作り体験～

助成金ありがとうございました
《助成団体ご芳名》＊順不同（Ｈ２６年６月１日～Ｈ２６年８月２０日）

（財）多山報恩会　様

ご寄付ありがとうございました
《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同（Ｈ２６年６月１日～Ｈ２６年８月２０日）

＜一般寄付＞吉松　兼一様　広島西郵便局様
             打越　　勲様　森井　豊様
＜物品寄付＞広島西郵便局様
　　　　　　　　　（使用済み切手・使用済みカード・未使用切手・書き損じはがき等）

ご加入ありがとうございました《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》（Ｈ２６年６月１日～Ｈ２６年８月20日）

申し込み 広島市西区社会福祉協議会
TEL０８２-294-0104 ／ FAX０８２-291-7096 申し込み 広島市西区社会福祉協議会

TEL０８２-294-0104 ／ FAX０８２-291-7096

!!

※保護者・ヘルパーさんと一緒にお申込みください。

障害児者
交流事業 秋の教室～みかん狩り～

子育て
オープンスペースピクニックひろば

西区地域福祉センター４階
毎月第１水曜日（祝日の場合翌週開催）
午前１０：００～１２：００
わぃわぃサークル

●開催場所
●時　　間
　　　　　
●支援グループ

問い合わせ／広島市西区社会福祉協議会 TEL：082-294-0104

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。※参加費無料・時間内であれば出入り自由です。

“子育てオープン
スペース”
ってなあに？

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！

安心して子どもを
遊ばせる場が欲しい

たくさんお友達を
つくりたい

子育ての
情報交換をしたい

10月1日(水)／11月5日(水)／12月3日(水)今後の
開催予定 ※１０月以降も毎月開催予定です。

※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。

法の日～司法書士無料法律相談会～

＜賛助会員＞
植野　純夫様　　兼重　雅宏様　　山野　節子様　　渡邊　元之様　　岸下　安子様　　西本　幸男様　　桑原　　量様　　新田　米造様
勝田　導暁様　　東　　友一様　　若宮　　登様　　宮川　秋三様　　幸原　　實様　　山下　雅子様　　森重　静香様　　柿岡　泉己様
石川　清和様　　鈴木　幸夫様　　小田　正人様　　横尾　　治様　　伊藤　和子様　　前田ひろみ様　　匿名２件

＜特別賛助会員＞
山田地区社会福祉協議会様　草津・庚午南地区社会福祉協議会様
古田学区社会福祉協議会様　井口地区社会福祉協議会様
古田地区民生委員児童委員協議会様　天満地区民生委員児童委員協議会様
大芝地区社会福祉協議会様　己斐上学区社会福祉協議会様
高須学社会福祉協議会様　  己斐学区社会福祉協議会様
井口明神学区社会福祉協議会様　西区母子寡婦福祉会様

賛助会員 1口=2,000円 個人対象個人対象
特別賛助会員 1口=5,000円 企業・団体等対象企業・団体等対象※何口でもご加入

　いただけます

ご加入いただくには

参加者
募集!!

●定　　員

●申し込み

●主　　催

６名（1人３０分）
※事前予約必要　※先着順　※西区居住の方優先
広島市西区社会福祉協議会
TEL082-294-0104　FAX082-291-7096
広島司法書士会広島西支部

●日　　時
●場　　所
●相談内容

平成２６年１０月6日（月）１３：００～１６：００
西区地域福祉センター
相続・遺言・不動産・会社関係・多重債務・
自己破産・消費者問題・契約トラブル・少額
訴訟・成年後見など
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2014年（平成26年）9月号　No.91
西区ボランティアセンター（広島市西区社会福祉協議会）

　

■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 082-294-0104
FAX 082-291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ
http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
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同日開催します！
西区福祉まつり

●日　時

●会　場
●内　容

平成２６年１１月２日（日）　１０：００～１５：００
※「西区民まつり」の中で「西区ボランティアまつり」を開催
広島サンプラザ及び近隣公園
福祉体験、展示、相談など

ボランティア活動に目を向けていただくことで人とのつながりを広げ、互いが
支え合うまちづくりへとつながる“きっかけ”をつくることを目的に開催します。

●日　時

●内　容

●場　所

平成2６年10月2０日(月)～11月１７日(月)
毎週月曜日《全4回》　午前10：00～12：00

ボランティアについて、レクリエーション、福祉体験、
体験者の話、交流会など
西区地域福祉センター　●定　員　30名　●参加費　無料

※11月3日(月)は振替休日のため除く
※１０月２０日（月）、１０月２７日（月）は公開講座とします。

点字ボランティア
入門講座

●日　時

●内　容
●場　所
●定　員
●参加費

平成2６年10月９日(木)～11月２７日(木)
毎週木曜日《全８回》
午前10：00～12：00
視覚障害理解、点字学習など
西区地域福祉センター
２０名（先着順）　　
１，２００円（テキスト代等）

●趣　旨

●日　時
●会　場
●主　催
●協　力
●内　容

誰もが安心して暮らせる｢福祉のまちづくり｣の実現をめざして、地
域福祉関係者が一堂に会し、地域福祉、在宅福祉の一層の増進を
誓うとともに、永年にわたり地域福祉に尽力して
こられた方々に対して、感謝の意を表します。
平成２６年１０月４日（土）午前１０：００～１２：００
西区地域福祉センター３階大会議室
広島市西区社会福祉協議会
広島市西区民生委員・児童委員協議会
①記念式典 ②記念講演「緩和ケアとは？」

講師：城仙　泰一郎 氏

ボランティアきっかけ講座
～ボランティア入門編 気軽に知り合いたすけあう～

西区ボランティア
まつり

西区ボランティア
まつり

第28
回

～きんさい・みんさい・であいん祭～

広島パークヒル病院
西広島ホスピス ホスピス長（　　　　 　 ）

●日　時
●会　場
●内　容

●主　催

平成２６年１０月４日（土）  １０：００～１５：００
西区地域福祉センター１階・３階・４階
ステージ、バザー
食事・喫茶、展示
福祉体験・相談など
西区福祉まつり
実行委員会

広島市西区社会福祉大会（記念式典）平成26年度

※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。

広島市西区社会福祉協議会
TEL082-294-0104/FAX082-291-7096申し込み

広島市西区社会福祉協議会
TEL082-294-0104/FAX082-291-7096申し込み


