
 

 

ボランティア募集 予告 

8.6 平和記念式典での車いす介助ボランティア 

 活動日  8 月 6 日（土） 

 場所   平和公園・平和記念式典会場周辺 

 活動内容 式典に参加される高齢者等車いすを必要な方   

      への車いす介助 

 ※詳細は 6 月ごろお知らせできます。 

職員の異動 

☆お世話になりました 
 髙路博一（こうろ ひろかず）主事 
 このたび、広島市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報ｾﾝﾀｰへ異動となりました。

西区社協では、2 年間勤務させていただきました。在職中

は、たくさんの皆様のお力添えもあり、なんとか業務を遂

行することができました。新しい勤務地でも、ひとつひと

つの出会いを大切にし、感謝の気持ちを忘れずに頑張って 

いきたいと思います。 

 2 年間という短い間ではありましたが、大変お世話に 

なりました。ありがとうございました。 

☆よろしくお願いします 
 和田謙介（わだ けんすけ）主事 

 4 月より新規採用で西区社会福祉 

協議会に勤めることになりました。 

ボランティアの担当をします。わか 

らないことも多く、皆様にご迷惑を 

おかけすることもあると思いますが、  

少しでもお役にたてるよう頑張りますので、ご指導のほ 

どよろしくお願いいたします。 

 

平成 28 年熊本地震災害義援金 ご協力をお願いします 

 4 月中旬に発生した平成 28 年熊本地震により、熊
本及び大分各地で人的被害をはじめ、家屋の倒壊、土
地の亀裂など大きな被害が生じ、災害救助法が適用さ
れました。 
 中央共同募金会では、被災者への支援のため義援金
募集を開始しています。この義援金は、中央共同募金
会から熊本・大分県共同募金会を通じ被災者に配分さ
れます。 
 期間  平成 28 年 4 月 18 日～６月 30 日 
 受付  社会福祉協議会事務局 
※災害支援を考えておられる方は、現地の状況が日々
変わっているため「被災地支援・災害ボランティア情
報」（http//www.saigaivo.com)のご確認をお願いし
ます。 

おりづる作業所「光と風まつり」の開催 

日時  平成 28 年 5 月 22 日(日)10:30～14:30(予定） 

場所  おりづる作業所・オリーブと周辺の公園 

     （観音新町 3-9-6） 

※まつりの収益の半分は東日本大震災の被災作業所へ寄付

されます。 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ今後の予定 

☆第２回ボラ連・利用連合同会議 

 日時  ６月２０日(月) 

      13:０0～1３５0 

 場所  西区地域福祉ｾﾝﾀｰ４階 

☆第３回ボラ連・利用連合同会議 

 日時  ７月２５日(月) 

      12:30～13:10 

 場所  西区地域福祉ｾﾝﾀｰ 4 階 

☆西ボラ・かわらばん１５７号  

 ７月発行予定 

 ※掲載記事のご希望がありました

ら、発行の１か月前までにご相談く

ださい。 

 

第 30 回西区福祉まつり会議等
の日程について 
☆第 1 回実行委員会 

 7 月 19 日(火)10:30～12:00 

☆第 1 回全体会 

 7 月 25 日(月)13:30～ 

☆第 2 回実行委員会 

 9 月 13 日(火)10:30～12:00 

☆第 2 回全体会 

 9 月 20 日(火)13:30～ 

☆第 30 回西区福祉まつり 

 10 月 8 日(土)10:00～１５:00 

  抽選会予定あり 

※福祉まつり関係については参加案内

を直接関係団体に送付します。 

 

編集雑記「天候不順」 

 当紙の編集に直接関係ないが、

編集時にたまたま新聞・テレビで

天候不順のニュースがあった。 

 「ＭＬＢ(米.大リーグ)、寒波の

ため試合延期。『タイ』では雨が降

らず、米の作付ができず困ってい

る。『ロシア』では急激な熱気のた

め雪氷が溶けて大洪水が発生。『イ

ンド』では熱波で気温が 45℃にな

り、死者が出た」と報じられた。 

 広島でも一日の寒暖差が 10～

15℃あり、衣替えが進まず困って

いる。     【Ｍ．Ｔ．】 

 

この広報紙のすべての問合せ・申込 

西区社会福祉協議会（和田・原田） 

Tel  294-0104 Fax 291-7096 

E-mail: 

nishi@shakyohiroshima-city.or.jp 

西区ボランティア活動情報紙 
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ボランティア研修会 ご案内 

 平成２８年１月より始まったマイナンバー制度について研修会を開催します。 

 始まったばかりで制度の内容や活用についても十分周知されていない等の声も聞かれ

ます。また、活動の際も提出を求められる場合もあると聞いています。 

 そこで、制度の注意点や活用のポイントなどを学習し、個々の生活にまたボランティ

ア活動に役に立つ情報のひとつとしてみませんか。 

講演 「マイナンバー制度について」       

講師 広島県金融広報委員会 金融広報アドバイザー 

     土井 敬子 氏 

 

日時   平成２８年６月２０日（月）１４：００～１６：００ 

会場   西区地域福祉センター３階大会議室 

対象   関心のある方はどなたでも 

定員   ５０名 

参加費  無料 

共催   西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会/西区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ利用者連絡会 

     西区社会福祉協議会 

申込締切 ６月１３日（月）※当日参加もできます。 

 講師紹介  ★金融広報アドバイザー 

金融経済から生活設計、金融・金銭教育などの講演会や学習会の講師として 

中立・公正な立場から、わかりやすい情報提供活動を行う。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivc9odhhXI18AskiU3uV7/SIG=12emuh3h9/EXP=1461307368/**http:/hotrocks201104.com/fmf2/img9/free2materials42_2.jpg
mailto:nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
mailto:vorasennishi@hotmail.com


 
音訳ボランティア「まめの会」 

 

 

ボランティア交流会で『じゅげむ』と『サラリーマン川柳』を披露した、音訳ボランティア「まめの会」を突撃取材しました。 

この日は西区地域福祉センターで区民だよりの音訳の編集作業中。６名のメンバーによるテープと CD の編集中を取材

させていただきました。 

まめの会は現在１８名の会員が活動。月３回の活動は発声練習などでウォーミングアップし、読みの練習で技術に磨き

をかけておられるそうです。 

今回、交流会に参加することになったきっかけは、一昨年交流会での出し物の呼びかけに時間的ゆとりがなく断念した

ので、昨年の呼びかけに全員から「参加」の声が上がったとか。内容は井口公民館祭りの出し物と同じに。ただし、『祈の

石』を考えていたがプロジェクターの準備のこともあり「じゅげむ」に変更したそうです。「音訳ですか。朗読ですか。」との質

問に、「文章に表情をつける読み方なのよね」との答えが返ってきました。そのためにメンバー同士でひとつひとつの読み

を確認されたそうです。当日はマイクが２本しかないため、スムーズにマイクが回るか心配しましたが、幸いにも小回りのき

くメンバーがいたのでうまくいきました。 

交流会の後、メンバーの皆さんの感想を伺うと、「一昨年は何もしなくても良かったと思ったが、出し物をしてさらに楽し

かった。」「色々なことを得ることができた。」「また機会があったら『祈の石』をやりたい。」「゛座ってダンス″がたのしかっ

た。」「リスナー（※）と話ができた。」などの声がありました。 

最後に、「リスナーさんの中にテープを希望される方がまだおられる。しかし、機材が使えなくなると修理もできず、今の

機材を大切に使うことしかできない」と活動に対する真摯な思いが語られました。 

取材の協力をしてくださったまめの会の皆さま、ありがとうございました。 

    ※リスナー・・・視覚障害のある音訳 CD・テープを聞いている人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     安  井 

     (主 任) 

和田 

（主事） 

大野 

（主事） 

佐野 

(嘱託) 

 檀上 

（臨時） 

 濱野 

 (臨時) 

 原田 

（嘱託） 

 信井 

（臨時） 

 津川 

（臨時） 

林 

（事務局長） 

水戸川 

（会長） 

突撃取材！！  

「グループホーム えんじゅ井口」で 

           ボランティア活動をして・・・ 

                                                   たのしい「おりがみ」の会 井上 

３月２２日、午後２時からお邪魔して、折り鶴とはばたく鶴を折りました。 

多くの皆さんが積極的に折る姿を見て、心を動かされました。日本の伝統文化である「おりがみ」を忘れてないな、と

改めて感じました。このような機会があることが、皆さんには良い効果になって頂けるかな？と思っております。 

半年に一回の訪問ですが、楽しいひとときを持って頂ければと思い、活動を続けたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「男のつどい」 依帖 千明 

原爆ドーム前での、車いす介助ステーションのボランティアに、５月５日に 

参加しました。 

気持よく晴れ上がった天気に誘われて、１０時の活動開始前からお客さんが 

どんどんやって来ます。車いすの貸し出しと FF の公式ガイドを配るのが活動で、 

私がいた３時間で貸し出しは１台だけでしたが、公式ガイドの配布は大忙し 

でした。 

昨年もそうでしたが、外国からのお客さんが今年はもっと増えたと感じました。 

私は得意の英会話で（冗談です）おもてなしをしましたが、公式ガイドは日本語 

版しかありませんので、外国の皆さんは、がっかりして FF 会場へ向かっていました。来年は、せめて英語版だけでも

あるといいですね。 

国際色が増した FF で多くの方々とふれ合えて、実に楽しく活動ができました。終わったばかりですが、来年もやる

ぞ！と決めました。 

 

水戸川 会長 

林   法人運営 

安井  部会、委員会、計画・地区社協、広報、社会福祉大会 

 （9:15～17:15） 

大野  経理、庶務、児童、ひとり親、高齢者，障害者、貸付、表彰 

和田  ボランティア、福祉教育、貸付、ガイドヘルパー、高齢者 

    かけはし、地域福祉センター 

佐野  総合相談、かけはし（9:00～15:45） 

原田  ボランティアコーディネーター（10:00～16:45） 

津川  ガイドヘルパー受付 

信井  地域福祉センター受付 

濱野  貸付補助 

檀上  事務補助 

平成 28年度  広島市西区社会福祉協議会事務局職員 

活動報告１ 

よろしくお願い
します 

FF「ふれあい広場」ボランティアに参加して 

 

活動報告２ 

「よかよか倶楽部」今年の活動は… 

                                                 よかよか倶楽部 今村 

「よかよか倶楽部」は発足１１年を迎えました。これもひとえに多くの 

皆様方の日頃からのご支援のおかげと感謝申し上げます。 

「障害者（児）の外出支援」として毎月第２木曜日の午後から、前月の報告と反省、次回の活動準備をしています。 

活動の一例として、今年の干支「サル」作りをしました。当日は約 1 時間くらいで作品ができるような諸準備をして臨

んでいます。部品を袋から出す時に落としたり、行方不明になったり等のアクシデントがありますが、作品が完成した時

作者がうれしさのあまり叫んだ「世界に一つしかない作品ができた、ヤッタゼー！」には感激しました。 

また、公民館、サロン訪問では、お元気な方も多く、リハビリを兼ねた『ゲーム＝紙フーセン割り他、手芸＝お地蔵様

他・こけ玉作り、歌唱』等々が好評で、毎回 2 時間くらいで作品を仕上げています。 

 
 
 

広島文化学園大学看護学部 高畑 美帆 

 今回のフラワーフェスティバルのボランティアに参加して、初めて障害のある方に直接接しました。何もわからない

私に声をかけてくださって本当に嬉しかったです。障害のある方との話し方、パレードでの移動の際の誘導方法とい

ったように実践しないとわからないことを経験させていただきました。障害のある人をもっと支えていくためにも接する

機会が少ない人には、今回のようなボランティアに積極的に参加してもらいたいと感じました。 
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