
　佐伯区社会福祉協議会と佐伯区民生児童委員協議会が中心となって、
子ども・障害者・お年寄り等へのいじめ・虐待のない社会の実現をめざし、
「いじめ・虐待１１０番」の活動を始めました。
　「いじめ・虐待１１０番」では、協力員となっていただいた個人のお宅・福祉施
設等に「いじめ・虐待１１０番」のステッカーを貼り出し、地域に“いじめ・虐待は
許されない！！”というメッセージを発信していきます。

いじめ・虐待のない
地域をめざして！！

いじめ・虐待１１０番運営協議会事務局 佐伯区社会福祉協議会
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事業計画
　地区社協・ボランティア・関係機関等と連携して、地域での子ども・障害者・お年寄り等への見守り活動や行き場（ふれ
あい・いきいきサロン）づくりに取り組み、「福祉のまちづくり」を推進していきます。
　広島市くらしサポートセンター等と連携し、様々な生活課題を持つ方への相談支援を行っていきます。
　新たに、虐待のない地域を目指して「いじめ・虐待１１０番」活動に取り組み、住民・関係者の理解と協力のもと「誰も
が安心して暮らせる福祉のまちづくり」をすすめます。

福祉理解の推進、ボランティア活動の普及のため、様々な
講座・研修会を実施するとともに、多くの方にボランティア
を知っていただくため「さえき福祉・健康フェスタ」を開催
します。

●公益事業等

●高齢者・障害者・子育て世帯等への支援

●ボランティア活動・福祉教育の推進

地区社協・ボランティア等の協力を得て、高齢者・障害者
への支援を行うとともに、高齢者等への虐待を防止する
「いじめ・虐待１１０番」の活動に取り組みます。

●相談援助活動
生活上の相談に応じ、公的制度などの紹介により生活課題
の解決に取り組みます。（湯来心配ごと相談所も開設）
生活困窮者の課題解決に向け、くらしサポートセンター
等の関係機関と連携します。

地域の福祉活動の拠点である佐伯区地域福祉センター
の機能強化に努め、区内の老人いこいの家９施設の円
滑な管理運営を行います。

「新・福祉のまちづくり総合推進事業」や「福祉のまちづく
りプラン」策定等の地区社協の取り組みを支援します。

●地区社協への支援

基本方針 Basic policy

重点事業 Important point business

平成27年度

（　　　　 ）自：平成２7年４月１日
至：平成２8年３月３１日佐伯区社協収支予算平成２7年度

【収入の部：合計 133,714千円】 【支出の部：合計 133,714千円】

広島市等からの
補助金
53,558千円

会費
4,615千円
寄附金
800千円

共同募金配分金
6,562千円

老人いこいの家（９荘）
指定管理料
32,821千円ガイドヘルパー

派遣事業受託金
5,265千円
地域福祉センター
指定管理料
5,146千円
助成金
500千円

事業収入・
その他の収入等
267千円

サービス区分間繰入金
9,035千円

繰越金
11,510千円
積立預金取崩
3,635千円

法人運営事業
48,497千円

企画広報事業
372千円

地区社協育成事業
15,003千円

老人いこいの家
（９荘）
指定管理事業
36,251千円

予備費
6,463千円

地域福祉センター指定管理事業
5,146千円 大会事業・部会委員会事業

175千円

善意銀行基金事業
6,075千円

福祉推進事業
1,733千円

災害被災者援助事業
1,000千円

権利擁護事業
375千円

貸付事務事業
2,401千円

ガイドヘルパー
派遣事業
5,265千円

ボランティアセンター
活動事業
4,958千円
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　車いすユーザーのつどい「で・あるーく」は、佐伯区・西区の車いすユーザーを
中心としたグループで、障害の有無や年齢に関係なく、情報交換や交流を深め
ながらみんなで楽しく活動しています。毎月１回定例会を行い、随時イベントと
して、カラオケや野球観戦なども行っています。
　その他にも、会が結成し３年目になる今年、会員みんなで「バリアフリーマッ
プ」の作成を試みています。車いすユーザーが生活する上で、お勧めしたい場所
を載せ、見た人が出歩きたくなるようなマップを考えています。
　一緒に活動してくれる、車いすユーザーさんとボランティアさんを募集してい
ます。自然と笑顔になれる楽しいひと時を一緒に過ごしませんか。

　ひまわり会は、脳血管疾患等による中途障害の方が中心となっ
て、仲間づくり・行き場づくりを目的として集まっている会です。
　活動は、リハビリ体操やレクリエーションなど、会員やボラン
ティアみんなで話し合って気長にやっていける会を進めていま
す。みなさんと一緒にのんびり楽しく過ごしてみませんか。

活動日時：毎月第４木曜日　14:00～
活動場所：佐伯区地域福祉センター５階ほか

活動日時：毎月第2、4水曜日　13:30～15:30
活動場所：佐伯区地域福祉センター６階ほか

代表：090-9467-2060（竹上）
佐伯区社会福祉協議会：（082）921-3113

問い合わせ先

じゃんじゃんであるこう！！

ひとり親になって…

ひまわり会ってどんな会？

● 離婚、別居、夫の暴力など家庭事情の
　身の振り方に悩んでいるとき
● 年金や手当、制度のことを知りたいとき
● 子どもの養育、しつけ、教育のことで
　悩んでいるとき
● 同じ境遇の方と知り合い、語り合いたいとき

～こんなとき一人で悩まないで～

一般社団法人 広島市母子寡婦福祉連合会

TEL（082）241-1768
問い合わせ・相談先

　ひとり親として、家庭を築いていくことになった
とき、仕事のことや住居のこと、子育てと仕事との
両立等、いろいろな問題に直
面することがあるかもしれま
せん。
 そんなとき、ひとり親家庭の
みなさんがより暮らしやすい
よう、利用できる制度や事業
がありますので、お気軽にご
相談ください。 【E-mail】hirosimasi-bosikai@fancy.ocn.ne.jp

【URL】http://hiroshimashi-boshikai.jp
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　広島市社会福祉協議会では様々な理由で生活（くらし）に困っている方の相談を受け、一緒に寄り添い、自
立した生活への伴走をしていくために、「広島市くらしサポートセンター」を開設しています。困りごとを抱え
ている方、どこへ相談すればよいかわからないという方、遠慮なく当センターへご相談をお寄せください。
　また、平成27年7月より、『西部サブセンター』を開設します。身近な相談窓口としてご利用いただけます。

❶ 対 象 者：広島市内に住所または居所のある方で、経済的な面で生活にお困りの方（生活保護受給中の
　　　　　  方は除く）。家族や知人、近隣にお住まいの方、各種支援機関からの相談もお待ちしております。
❷ 相談日時：平日 ８時３０分～１７時１５分（土日、祝日、８/６、１２/２９～１/３を除く）
❸ 相談方法：面談、電話、FAX、Eメールなど。まずはご連絡ください。
❹ 相 談 員：社会福祉士資格を有する専任の相談員が対応します。

お困りごと、ご相談ください
などの困ったことは
ありませんか？

◎広島市くらしサポートセンター
　所在地：広島市中区千田町一丁目9-43（広島市社会福祉センター2階）
　TEL：（０８２）５４６－９８２０ / FAX：（０８２）５４３－６３２６
　Eメール：kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp
　ホームページ：http://shakyo-hiroshima.jp/
◎西部サブセンター
　所在地：広島市佐伯区海老園1-4-5（佐伯区地域福祉センター5階 佐伯区社会福祉協議会内）
　TEL：（０８２）９４３－８７９７ / FAX：（082）924－2349
　管轄：佐伯区、西区

「かけはし」は、認知症や知的障害・精神障害により判断能力に
不安のある方を対象に、福祉サービスの利用や日常的金銭
管理のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

『かけはし』をご存知ですか？福祉サービス
利用援助事業『かけはし』をご存知ですか？福祉サービス
利用援助事業

～住み慣れた地域で安心した生活を送るために～

広島市佐伯区社会福祉協議会 (082)921-3113お問い合わせ

①福祉サービスの利用に関する相談・支援
②日常的金銭管理サービス
③通帳など預かりサービス
④郵便物の確認　　　　　　　　　など

お手伝いの内容

利用料
①日常的金銭管理サービス
　訪問1回につき　　　
②通帳など預かりサービス
　1か月　　　　　　　 1,500円

1,500円

●福祉サービスを利用したいが、手続きがよくわからない
●家賃や公共料金の支払いが自分では難しい
●通帳や印鑑をどこに置いたかわからなくなることがある

など、毎日の生活の中で不安に感じることはありませんか。

…

●『長い間仕事から離れていて、なかなか仕事が見つからない』
●家族の中に引きこもりがいる
●家賃が払えずアパートから退去を求められそう

連絡先

※相談は無料、サービスは有料（生活保護世帯は利用料負担が免除）です。

西部サブセンター

開設！7/1



　佐伯区社会福祉協議会では、「みんなでつくる ささえ
あいのまち」をスローガンに、地域における助け合いや
支えあいを通して、一人ひとりが主役となった「ささえあ
いのまちづくり」を進めています。
　こうした本会の活動に賛同いただき、ご支援いただく
賛助会員を募集しておりますので、ご協力くださいます
ようお願いいたします。

ご加入下さるには・・・

【個人会員】1口=1,000円
【団体・企業会員】1口=5,000円

No.96に掲載しました賛助会員へ申し込みしてくださった方のお名前に一部誤りがありました。
謹んでお詫びし、訂正いたします。　【誤】 宮本　春人 ⇒ 【正】 宮本　晴人

　「じぶんの町をよくするしくみ」をスローガンに実施し
ました「赤い羽根共同募金」広島市共同募金会佐伯区分
会におきまして、１２,９１８,４８３円（平成
27年3月31日）の募金をいただきまし
た。皆様のあたたかいご理解とご協力
に感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました。

災害義援金について
　以下の義援金を受け付けました。皆様からあたたかい
ご協力をいただきまして、ありがとうございました。
　なお、ご提供いただきました義援金は、義援金配分委員
会を通じ、被災者へ配分されます。

◎平成26年度広島県大雨災害義援金　２，３１８，１７８円
　〈団体39件、個人36件 及び募金箱〉（平成26年8月25日～12月26日）
◎平成26年度長野県神城断層地震災害義援金　２，２４３円
　〈個人及び募金箱1件〉（平成27年1月5日～3月31日）
◎平成26年度京都府大雨災害義援金　１，７８４円
　〈募金箱〉（平成27年1月5日～3月31日）

温かいご寄附、ありがとうございました。
お寄せいただいたご寄附は、佐伯区の社会福
祉事業のために大切に使わせていただきます。
（平成26年11月7日～平成27年6月5日）

医療法人　一陽会　原田病院（海老山町）
眞田　幹雄（美の里）
匿名（西区）
山口県東部ヤクルト販売（株）（岩国市室の木）
畑山　加代子（石内）

●一般寄附として

新宅　　徹（石内）
鼠家　綾子（五日市昭和台）
吉井　浩之（海老園）
匿名（皆賀）

●香典返礼として

(株)千趣会　車椅子　２台
中村　健次　介護用車椅子　１台（西区草津南）
匿名　米2０㎏　のり　１パック（美の里）
宇野　厚子　自操式車椅子　１台（五日市中央）

●物品寄附として

住江　政人　　永田　　章　　今井千代次　　佐々木繁盛　　天田　　猛　　戸谷　恵一　　空　　久美
佐伯　和明　　石川多惠子　　久保田詳三　　中本　紀明　　橋本　哲夫　　日高　義幸　　中本　　忍
宮本　晴人　　平林　勝恵　　鳴高　貞雄　　津田　正明　　上土井　譲　　古池　里司　　佐々木　昇
山本　章友　　先本　民治　　猿田　一己　　山脇　好得　　松本　　勲　　佐川智恵子　　東久保正志
五日市学区社会福祉協議会　　眞田　幹雄　　町田　陽一　　越道　則史　　佐々木恵子　　松本　　優
田中　愛梨　　三上恵利子　　重谷　准子　　長谷川智佳　　匿名

【団体】１団体　１口　【個人】39名　74口（順不同、敬称略）

賛助
会員

愛の灯

広島市佐伯区社会福祉協議会

TEL（082）921-3113

お問い合わせ先

お詫び

次の方々から賛助会に加入していただきました。
ご理解とご協力をいただきました皆様に感謝を申し上げます。平成26年11月11日～平成27年6月5日

募集！！

（敬称略）

01310-5-88878
郵便振替口座

平成26年度
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お問い合わせ・申し込み
広島市佐伯区社会福祉協議会 広島市佐伯区海老園一丁目４－５
TEL：（０８２）９２１－３１１３  FAX：（０８２）９２４－２３４９
担当：田中、三上

 

☆レクリエーション
☆知的障害擬似体験「あび王国へようこそ」

☆体験「子どもたちと遊ぼう」
　龍頭峡へバスハイク！！！

職員
協力：手をつなぐ育成会佐伯区支部、スバルの会

車いすユーザーのつどい
「で・あるーく」
職員

☆人間すごろく！？
☆ランチサロン
☆「ボランティアって何？」
☆ふりかえり

８月10日（月）
10：００～15：00

8月11日（火）
10：００～16：00

８月12日（水）
10：００～15：00

日　　時 内　　容 講　　師

 

 

開催日：８月１０日（月）～１２（水）【全３回】

交通費は各自でご負担ください。
昼食は８月１２日（水）をのぞいて各自で準備してください。

開催場所：佐伯区地域福祉センター ６階 大会議室
　　　　 （区役所別館 佐伯区海老園一丁目４－５）
参加対象：原則、佐伯区内に居住又は近辺に通学している高校生・大学生などから
　　　　 概ね２５歳までの青少年で、３日間参加できる方
募集人数：２０名
参 加 費：３００円（ボランティア活動保険掛金）
受付締切：７月２７日（月）※定員になり次第締め切り

2015

学校では学ぶことのできない

“ぷち”“ボラ”ンティアな体験が

君を待っている！

ぷちボラぷちボラ
体験スクール体験スクール

ひろしまレクリエーション協会 渡邊稔彦氏
ひろしま♡あび♡隊「手をつなぐ育成会 佐伯区支部」
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