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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。

　ふだんのくらしを大切にすること、これはノーマライゼーション※1の原理です。
　ふだんのくらしを保障しているのは憲法第25条、生存権です。
　誰もがしあわせになること、憲法第13条では幸福追求権が保障されています。
　そして、その基盤には「人権と平和」が不可欠です。
　「福」も「祉」も、どちらも「幸せ」という意味です。「福祉」とは、「人を幸せに
すること」と言われています。
　「福祉」という言葉を聞くと「障害のある人、高齢者、ひとり親家庭のような弱
い立場の人（弱者）を助けてあげること」という考え方が浮かぶかもしれませ
ん。しかし今日では、このような狭い福祉観「welfare」から、誰もがどのような状
況であれ、よりよく生きるという意味での広い意味の福祉、英語でいう
「well-being」という言葉が用いられるようになっています。

「福祉」は、自分には関係ないと思っている人もいるかもしれません。
すべての人々の幸せづくりをめざすために、人と人との関わり方、地域での暮らしや社会のあり方、
教育のあり方について、いっしょに考えていきませんか？

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。

知っているようで知らない「ふくし」

※1 ノーマライゼーション：障害のある人もない人も、互いに支え合い、
　　地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す考え方
　　「新 福祉教育実践ハンドブック 全国社会福祉協議会」より抜粋

Q: 福祉ってなあに？

A: ふだんのくらしを大切にすることだよ。
　 これは誰もがしあわせになることだよ。
　 それをみんなでつくっていくことだよ。

だんの
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● 実施日／月曜日～金曜日（祝日除く） ９：００～１５：４５

お気軽にご相談ください。

■ 福祉サービス利用援助事業「かけはし」
高齢や障害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）

家族の会では、日頃の悩みを語り合い、認知症について
の勉強会などを開催しています。
家族の会の仲間があなたをお待ちしています。

さまざまな理由で生活（くらし）に困っている
方、一人で悩まず、まずはご相談ください。

ご存知
ですか？ 

定例日 ： 毎月第２水曜日　１３：００～１５：００
会　場 ： 西区地域福祉センター 4階
内　容 ： 情報交換・座談会・施設訪問など

■ 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
ことは、関係機関を紹介します。

■ 在宅訪問相談
高齢や障害や病気などにより出か
けて相談することが難しい方に、
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
などの専門職が自宅を訪問し、適切なアド
バイスをいたします。（初回相談のみ無料）

西区認知症の人と家族の会のご案内

「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！

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

TEL.082-294-0104
広島市西区社会福祉協議会

問い合わせ

４月１日（水）／５月１３日（水）／６月３日（水）今後の
開催予定 ※７月以降も毎月開催予定です。

TEL.082-294-0104
広島市西区社会福祉協議会

問い合わせ

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。

相談無料

TEL.082-294-0104
広島市西区社会福祉協議会

TEL.082-294-6235
西保健センター

問い合わせ

TEL.082-546-9820
広島市社会福祉協議会

FAX.082-543-6326

問い合わせ
●実施日：月曜日～金曜日（祝日除く） 8:30～17:15

広島市くらしサポートセンター

どうしたらいいかを
いっしょに考え、
解決に向けて

サポートしていきます。

Ｅメール：kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp

相談
無料

仕事が
見つからない

ひきこもりなど、
気になる家族がいる

借金があって、
生活が苦しい

社会に出て働きたい、
人とつながっていたい

ピクニックひろば子育て
オープンスペース

子育ての
情報交換を
したい

たくさん
お友だちを
つくりたい

安心して
子どもを遊ばせる
場が欲しい

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

“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？

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！
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《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》
※順不同（Ｈ２６年１２月１日～Ｈ２７年２月２８日）

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。

＜賛助会員＞
梶川　　弘様　　佐々木浩吉様　　山肩　俊彦様　　船本えり子様
定丸　達彦様　　中野　玲子様　　佐伯　紀子様　　青野　法昭様
力田　忠義様　　松山　宗治様　　杉原　　誠様　　宮本　宣彰様
増田　逸馬様　　佐藤　　調様　　保田　正子様　　匿名 1

＜特別賛助会員＞
西区公衆衛生推進協議会様　益本指圧治療院様
（福）おりづる作業所様　　 　NPO法人障害者生活支援センターてごーす様
（株）井口不動産様　　　　　（有）キクスイ様
（株）西田修理工場様　　　　井口地区女性会様

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１２月１日～Ｈ２７年２月２８日）

久保田正幸様　明るい社会づくり運動西区協議会様
NPO法人広島鯉城断酒会様　匿名 2

車椅子１台　（株）千趣会様

※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。

一般寄付

物品寄贈

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

ご加入いただくには ※何口でもご加入いただけます

　賛助会員　 | 1口=2,000円
特別賛助会員 | 1口=5,000円

個人対象個人対象
企業・団体等対象企業・団体等対象

ご加入ありがとうございましたご加入ありがとうございました

　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。会場の貸出を行い、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。ご希望の際にはお問い合わせください。
※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。

TEL.082-294-0104
広島市西区社会福祉協議会

問い合わせ

◎地域福祉センターの利用について

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す。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。

●対  象  者　広島市に在住のひとり親家庭の子ども
●対象学年　小学校４年生～中学校３年生
●募集人数　各会場で１２名程度
●会　　場　西区地域福祉センター
　　　　　　　　（ほか、市社会福祉センター、東区総合福祉センター、
　　　　　　　　 安佐南区総合福祉センターでも実施）
●日　　程　平成２７年６月～平成２８年３月の間
　　　　　  １７日間（月２回　土曜日２時間）
※支援員は研修を受けた大学生などです。
　会場では、保護者の生活相談などもお受けします。
●費　　用　無料
●申込締切日　平成２７年４月２０日（月）必着

TEL.082-241-1768
（一般財団法人）広島市母子寡婦福祉連合会事務局

問い合わせ

学習習慣を身につけ、基礎学力の向上、自分の将来に
目標を持つことを目指した学習支援講座です。

平成２６年度募金実績額(広島市共同募金会西区分会実績分)

11,360,122円(1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)

赤い羽根共同募金のお礼
平成２７年度 広島市ひとり親家庭学習支援事業
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■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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広島市西区社会福祉協議会／TEL.082-294-0104問い合わせ

　視覚障害者のご自宅などにボランティアが訪問し、パソコン
の操作指導を行っています。視覚に障害のある方でも、音声の
アナウンスにより操作することができます。
　認定講習を修了したボランティアが、やさしく音声パソコンを
教えます。音声パソコンをお持ちでない方は、社会福祉協議会
にある音声パソコンを利用して学ぶこともできます。日時等も
相談のうえ調整しますので、お気軽にお問い合わせください。
※広島市視覚障害者福祉協会が広島市より委託を受けて事業をしています。

●日時：平成２７年４月２５日（土）１０：４５～１４：００（雨天決行）
●場所：就労継続支援Ｂ型事業所ふたば（西区都町３０－４ 都町公園北側）
●内容：焼き菓子・ジャム販売、遊休品・手作り品バザー、
  　　 新鮮野菜の販売、模擬店、遊びのコーナー、喫茶コーナー

①三滝寺・空点庵前の
　池の土砂撤去
　相談を受けたのは、１月
下旬のことです。土砂災
害で、三滝寺の参道にも
土砂が流れ出て、池に多くの土砂が堆積したのです。
災害直後に業者に依頼して多少の土砂撤去はしたも
のの、その後一人で土砂撤去をしておられました。半
年経っても作業は終わらず、途方に暮れて…。モリア
オガエルの生息地として有名な三滝寺の池。今回の
災害で、モリアオガエルが流されてしまいました。４月
に卵を産むことができるように、とのご要望でした。
　西区に復興連携センターを設置していないため、
安佐南区復興連携センターへ相談し、２月１８日（水）
に土砂撤去を実施しました。ボランティア９名と地元
町内会１４名の協力がありました。３月にも活動予定
です。春になり、モリアオガエルを見ることができる
どうか、楽しみです！

②西区へ避難されている方への支援
　ご希望があった世帯には、月１回程度、物資の支
援と合わせて訪問させていただいています。訪問す
る中で、不安や悩みを話される方もいます。これか
らの生活を支えるために、できることを取り組んで
いきたいと思います。

広島市視覚障害者（児）ＩＣＴ利活用支援

ボランティア派遣事業

TEL.082-258-1265
広島市視覚障害者福祉協会 情報システム部

問い合わせ

TEL.082-293-2741
就労継続支援Ｂ型事業所ふたば

問い合わせ

手話ボランティア入門講座
日　程 : 平成２７年５月８日(金)～７月１０日(金)
　　　　毎週金曜日　全１０回
時　間 : １９：００～２0：45
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人（先着順）※定員になり次第締切

日　程 : 平成２７年５月１２日(火)～７月１４日(火)
　　　　毎週火曜日　全１０回
時　間 : １３：３０～１５：３０
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人（先着順）※定員になり次第締切

昼の部 夜の部

８.２０土砂災害から半年～支援は継続中 in西区

ふ た ば 春 風 まつ り


