
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  西区ボランティア活動情報紙 

西ボラ・かわらばん  
発行  西区ボランティアセンター 
〒733-8535 広島市西区福島町二丁目２４番１号 広島市西区社会福祉協議会内 

     Tel（082）２９４-０１０４   Fax（082）２９１-７０９６ 

 E-mail  nishi＠shakyohiroshima-city.or.jp  
    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ hittp//www.shakyo-hiroshima.jp/nishi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボボラランンテティィアア募募集集  

予予告告  フフララワワーーフフェェスステティィババルル  ふふれれああいい広広場場等等のの活活動動  

  日日時時    55 月月 33 日日((火火))、、44 日日((水水))、、55 日日((木木))  

  場場所所    フフララワワーーフフェェスステティィババルルのの会会場場  

  内内容容    模模擬擬店店のの手手伝伝いい、、スステテーージジのの準準備備、、パパレレーードドのの付付添添ななどど  

※※44 月月以以降降、、募募集集内内容容のの詳詳細細ががわわかかるる予予定定。。    

ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱｾｾﾝﾝﾀﾀｰー今今後後のの予予定定  
☆☆HH2288 年年度度第第 11 回回ボボララ連連・・  

            利利用用連連合合同同会会議議  

  日日時時    44 月月 1111 日日((月月))  

            1133::3300～～1155::3300  

  場場所所    西西区区地地域域福福祉祉ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー  

          44 階階  

☆☆西西ボボララ・・かかわわららばばんん  

        HH2288 年年度度発発行行予予定定  

  115566 号号     55 月月  

  115577 号号     77 月月  

  115588 号号   1111 月月  

  115599 号号     22 月月((HH2299))  

※※掲掲載載記記事事ののごご希希望望ががあありりまましし

たたらら、、発発行行のの１１かか月月前前ままででににごご相相

談談くくだだささいい。。  

講講座座情情報報  
☆☆手手話話ボボラランンテティィアア入入門門講講座座((夜夜のの部部))  

  日日  時時  55 月月 1133 日日((金金))～～77 月月 1155 日日((金金))1199::0000～～2200::4455  

  場場  所所  西西区区地地域域福福祉祉セセンンタターー  44 階階  

  定定  員員  3300 名名((定定員員ににななりり次次第第締締切切))  

  参参加加費費  11,,000000 円円((資資料料代代ととししてて））  

  共共  催催  手手話話ササーーククルル  ククロローーババーー  

☆☆手手話話ボボラランンテティィアア入入門門講講座座((昼昼のの部部))  

  日日  時時  55 月月 1177 日日((火火))～～77 月月 1199 日日((火火))1133::3300～～1155::3300  

  場場  所所  西西区区地地域域福福祉祉セセンンタターー  44 階階  

  定定  員員  2200 名名((定定員員ににななりり次次第第締締切切))  

  参参加加費費  11,,000000 円円((資資料料代代ととししてて))  

  共共  催催  手手話話ササーーククルル  麦麦  

ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱ活活動動保保険険  

          更更新新ののおお願願いい  
  ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱ活活動動保保険険更更新新のの時時期期にに

ななりりままししたた。。現現在在加加入入さされれてていいるる

保保険険のの補補償償がが 33 月月 3311 日日でで終終わわ

りりまますす。。更更新新のの手手続続ききををおお願願いいしし

まますす。。  

  次次期期のの補補償償期期間間ににつついいててはは、、33

月月末末ままででのの手手続続ききででああれればば、、44 月月

11 日日かかららととななりり、、44 月月 11 日日以以降降

のの手手続続ききででああれればば、、手手続続ききををさされれ

たた翌翌日日かからら来来年年 33 月月 3311 日日ととなな

りりまますす。。  

  加加入入受受付付はは平平日日 88：：3300 かからら

1177：：1155 にに西西区区社社会会福福祉祉協協議議会会

ままででおお越越ししくくだだささいい。。  

  掛掛けけ金金はは下下記記ののととおおりりでですす。。  

  基基本本ﾀﾀｲｲﾌﾌﾟ゚  AA ﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝ    330000 円円  

            BB ﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝ    445500 円円  

  天天災災ﾀﾀｲｲﾌﾌﾟ゚  AA ﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝ    443300 円円  

            BB ﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝ    665500 円円  

イイベベンントト情情報報  

☆☆東東日日本本大大震震災災をを忘忘れれなないい追追悼悼ののつつどどいい 22001166 広広島島  

  日日程程    33 月月 1111 日日((金金))1177::3300～～1199::3300  

  会会場場    平平和和記記念念公公園園・・元元安安川川「「親親水水テテララスス」」  

  内内容容    「「33..1111」」のの形形にに配配置置ししたた 550000 個個ののキキャャンンドドルルにに火火をを灯灯しし、、  

          参参加加者者全全員員でで黙黙ととううををししまますす。。  

  主主催催    「「33..1111 東東日日本本大大震震災災をを忘忘れれなないい追追悼悼ののつつどどいい 22001166 広広  

          島島」」実実行行委委員員会会他他 2211 団団体体及及びび個個人人  

  後後援援    広広島島市市  

助助成成金金情情報報  

☆☆みみずずほほ教教育育福福祉祉財財団団    

  第第 3333 回回「「老老後後をを豊豊かかににすするるボボラランンテティィアア活活動動資資金金助助成成事事業業」」  

  実実施施主主体体  公公益益財財団団法法人人  みみずずほほ教教育育福福祉祉財財団団  

  対対助助対対象象  地地域域ににおおいいてて高高齢齢者者をを主主なな対対象象ととししてていいるる比比較較的的小小規規    

            模模ななﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱｸｸﾞ゙ﾙﾙｰーﾌﾌﾟ゚のの内内、、次次のの要要件件をを満満たたすすもものの  

          〈〈必必要要要要件件〉〉  

              ①①登登録録ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱｽｽﾀﾀｯｯﾌﾌ 1100～～5500 名名  

              ②②ｸｸﾞ゙ﾙﾙｰーﾌﾌﾟ゚結結成成以以来来のの活活動動実実績績がが 22 年年以以上上  

              ③③本本助助成成をを過過去去 33 年年以以来来にに受受けけてていいなないいこことと  

              ④④ｸｸﾞ゙ﾙﾙｰーﾌﾌﾟ゚名名義義のの金金融融機機関関口口座座をを保保有有しし、、規規約約((会会則則))、、会会計計報報告告がが整整備備    

                さされれてていいるるこことと  

  対対象象内内容容  ((11))高高齢齢者者をを対対象象ととししたた生生活活支支援援ササーービビスス  

            ((22))高高齢齢者者とと他他世世代代ととのの交交流流をを図図るる活活動動      

            ((33))高高齢齢者者にによよるる地地域域環環境境のの改改善善ににつつななががるる活活動動  

            ((44))レレククをを通通じじてて高高齢齢者者のの生生活活をを豊豊かかににすするる活活動動  

  助助成成金金額額  11 ググルルーーププににつつきき 1100 万万円円をを上上限限  

  応応募募方方法法  所所定定のの申申請請書書にに、、都都道道府府県県・・指指定定都都市市又又はは市市区区町町村村社社会会    

            福福祉祉協協議議会会のの推推薦薦をを受受けけ、、本本財財団団にに直直接接郵郵送送すするる。。  

  募募集集期期限限  平平成成 2288 年年 55 月月３３１１日日((火火))必必着着  

編編集集雑雑記記  

  年年明明けけにに梅梅のの便便りりがが報報じじらられれ

ままししたた。。今今年年のの桜桜前前線線ははどどううででしし

ょょううかか？？  

  昨昨年年かからら編編集集ののおお手手伝伝いいををささ

せせててももららっってていいまますす。。今今後後ととももよよ

ろろししくくおお願願いいししまますす。。  

((九九兵兵衛衛））  

この広報紙のすべての 

    問合せ及び申込 
広島市西区社会福祉協議会 

（古川・原田） 
Tel  294-0104 Fax 291-7096 

EE--mmaaiill::  

nniisshhii@@sshhaakkyyoohhiirroosshhiimmaa--cciittyy..oorr..jjpp  

ボランティア交流会 報告 
 

「食事会＆交流会」～これからもよろしく～」 

 ２月 15 日(月)ボラ連・利用連の皆さんをはじめ、個人登録をして活動している皆さんが一堂に

会し、この日お弁当を囲みながらそれぞれの活動や思いなど情報交換を行いました。 

 午後からの交流会では朗読やダンス、ゲームがあり、体も心もしっかりほぐれたのでは。 

 参加者 78 名、西区地域福祉センター4 階は冬とは思えないくらいヒートアップしていました。 

２０１６年（Ｈ２８）２月 Ｎｏ．１５５ 

参加者の声 
・交流会の担当された皆さんすごい!! 

・元気とパワーをもらった。 

・朗読もダンスもゲームも本当に楽しかった。 

・皆さんの熱いチカラと心に感動した。 

・来年も参加したい！ 

  

交流会プログラム 
 
朗読 ☆じゅげむ 

   ☆ｻﾗﾘｰﾏﾝ川柳 
 ～音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまめの会～ 

座ってダンス 

   ☆好きになった人 

   ☆きよしのズンドコ節 

   ☆それゆけカープ 

 ～ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 100＆ゆうゆう～ 

ゲーム 

   ☆二人一組ゲーム 

   ☆おさるのかごやの歌と踊り 

   ☆じゃんけんゲーム 

 ～井上資也＆よかよか倶楽部～ 

mailto:vorasennishi@hotmail.com
mailto:nishi@shakyohiroshima-city.or.jp


 お め で と う ご ざ い ま す   

  
 
崇徳高校インターアクトクラブ 
 「第 19 回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ賞」（青少年のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援する）において崇徳高校 2 年多留陽葉さん

が文部科学大臣賞を今年度受賞されました。多留さんは、現在同校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの部長をされています。そ

こで今回ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの取材をお願いし、2 月 2 日（火）午後 4 時部会終了後に編集委員の久保田と原田が

伺いました。 

 現在、「ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ」は１年生１６名、２年生７名の２３名の部員がおられます。この日は部長のほか 3

名の部員と顧問の鴨谷先生にお話を伺いました。 

 多留部長の「依頼があれば極力対応をモットー」という言葉を皮切りに、他の部員からはひゅーるぽんで

の活動、広島県立中央特別支援学校のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部との交流などの活動を詳しく伺いました。 

 また、昨年安佐ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと提携したことで部の組織改編を行い、部長に集中しがちな負担も理事を設け

ることで負担の分散化や責任感の育成などにつながったこと、社会貢献の認識につながったことを鴨谷先生

から伺いました。 

 今回の取材で、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの「つなぐ力」の魅力も教えていただきました。というのは、作業所のｲﾍﾞﾝﾄ支援

活動や西区社協のﾔﾝｸﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙでの活動から、文化祭でｸｯｷｰ販売の協力をしようと声が上がり実現した

そうです。 

 「今回の表彰は地道な活動の積み重ねの結果」と多留部長の言葉通り、部員の皆さんも活動のひとつひと

つを大切に思い、活動をどうつなげ、どう広げていくのかという視点を外さない、そんな“ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの息吹”

を体感しました。 

 今「崇徳学園献血に行こうプロジェクト 2016」として、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの輪を学校全体へ広げようという取り

組みを企画中。このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの責任者からは企画の内容はもちろん、献血事業についての詳しい説明もあり、

きっと生徒の皆さんの心にも届くものと確信して取材を終えました。 

 取材後、ふとﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを見ると「ｱｰﾄ・ﾙﾈｯｻﾝｽ 2016」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ分担表が。またひとつ、ｲﾝﾀｰｱｸﾄの心

が広がっていきます。 

 約１時間色々なお話を伺いましたが、すべて記事にできないことをお詫びし、今回の取材報告とします。

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆さん、ありがとうございました。           ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

厚生労働大臣表彰 
テープ・カナリアの表彰を頂いて 

～中途視覚障害者のつどい「カナリアの会」と共に歩んで～ 

 昨年１１月１７日に中途視覚障害者のつどい「カナリアの会」３０周年記念大会が、盛大に開

催されました。 

 その数日後、「テープ・カナリア」が厚生労働大臣表彰を頂きました。この偶然に、驚きました。 

テープ・カナリアも５３２号になりました。 

 中広会館より地域福祉センターに移ってから他の会も増えたので、月２回の発送が月１回の発

送になりました。このテープは、カナリアの会の例会案内・行事報告・会員のお便り等々、カナ

リアの会の方の声を少しでも多く入れるようにしています。NHK ラジオの川柳をやっている人も

いて、時に入選や佳作に選ばれます。それをテープに入れて、皆で喜び合います。例会に来れな

い人もテープを聴くことで、例会に来た気持ちになれます。 

 しかし３０年の間には、カナリアの会の会員のたくさんの方が亡くなられました。 

 また、CD 化はカナリアの会の森井会長にお世話になっています。今年中にはデジタル化が課

題です。※テープから CD に変換した場合、音が悪くなります。 

 テープ・カナリア 山肩政子 

 

公開講座「介護保険の改正ポイント～みんなで考えるきっかけに～」を受講して 
 介護保険も早１５年、５年毎の見直しで、昨年４月は「中重度及び認知症にウエイトを置く」とな

り、軽度の人をどう支えていくかが課題となっています。 

 広島市も協働労働とか団地の活性化などの対策を打ち出しています。自分の住んでいる地域でどの

ようなことができるかが問われてきます。介護保険があるから安心の時代は終わりました。住民参加

のまちづくりに、これまで培ってきたボランティア力を発揮して、自分のためにも生きがいを持って

活動していきたいと改めて思わされた講座でした。            れんげの会 小松美鈴 

 今回、もちつき交流会に参加してみて色々なことを体験させてもらいました。自分は高校時代に先

生に勧められてもちつき交流会や他のイベントに参加してきましたが、毎年たくさんの方と交流が出

来、楽しい時間を一緒に過ごさせて頂き、西区社協の方、父母の会の方、高校時代にボランテア活動

を紹介してくださった先生には、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。 

 今回の活動には後輩も参加してくれ、今後も後輩と共に、ボランティア活動に参加していきたいと

思います。 

広島修道大学  林 凌平 

 わたしたちはもちつき交流会で、たくさんの地域の方たちとふれあいながら楽しく活動することが

できました！年配の方に教えてもらいながらのもちづくりは本当に楽しくて、綺麗に丸めることが出

来るようになったときはとても達成感がありました。子供たちも喜んでくれていて、わしたちも元気

になることが出来ました！ 

 あまり経験することのないおもちづくりを体験することが出来て、とても楽しかったです！ 

安田ボランティア部 

広島市社会福祉協議会会長表彰 
 広島市社会福祉協議会会長表彰をいただき、ありがとうございました。 

和の手仕事 宮﨑 暁美 

広島市長表彰  
 西区社協から広島市長表彰のお話をいただいた時「えっ、私達に表彰ってどうして？」と思い

ました。すぐには思い当りませんでした。 

 手話サークル麦は、中広会館で６年、平成４年から西区地域福祉センターに移りました。２５

年が雲の流れのように早い歳月でした。２５年かぁ、思えば入門講座のたびに人が入れ替わりで

した。手話がうまくなり、成長途中の残念な時期に家族の都合で転居した人もいました。でも、

長い間活動してきてくれた人もいてメンバーもここまでついてきてくれました。サークルの目標

は、活動を通して災害や困ったときに場所を問わず手話で通じ合える大切さを知ることだと思い

ます。「麦」は根が強く、踏まれても踏まれても再び芽が伸びてきます。その「麦」のようにサー

クルメンバーとともにこれからも続けていきたいです。     手話サークル「麦」鶴川偕子 

 

障害児者交流事業「もちつき交流会」  ２月６日（土） 於 おりづる作業所＆夢トピア 

突撃取材!！ 

介護保険について学びました 
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