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ボランティア入門編　気軽に知り合いたすけあう

～ボランティアきっかけ講座～～ボランティアきっかけ講座～

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

～みかん狩り～
障害児者交流事業

地域情報を
ホームページに
掲載しています！

地区社会福祉協議会が発行している広報紙を、
西区社会福祉協議会ホームページに掲載しています。

ホームページ：http：//www.shakyo-hiroshima.jp/nishi

第30回 西区福祉まつり
～きんさい・みんさい・であいん祭～

日　時　平成２８年１０月８日（土）
　　　　１０：００～１６：００
　　　　コーナー：１０：００～１５：００
　　　　抽選会　：１５：１５～１６：００予定
場　所　西区地域福祉センター　１階駐車場・３階・４階
内　容　ステージ、バザー、食事・喫茶、展示、福祉体験・相談など
主　催　西区福祉まつり実行委員会

同日開催します！

日　時　平成２８年１０月８日（土）
　　　　午前１０：００～１２：００
場　所　西区地域福祉センター３階大会議室
内　容　①記念式典（表彰）
　　　　②記念講演
　　　　　「カープに見る連帯感とコミュニケーション」
　　　　　講師：川島宏治さん
　　　　　　　　＜㈱ひろしまケーブルテレビ
　　　　　　　　代表取締役　副社長＞
主　催　広島市西区社会福祉協議会
協　力　広島市西区民生委員・児童委員協議会

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。

日　時　平成２８年１０月３１日(月)～１１月２１日(月)
　　　　毎週月曜日《全４回》
　　　　午前１０：００～１２：００
場　所　西区地域福祉センター
内　容　レクリエーション、ボランティア
　　　　活動者の話、福祉体験、交流など
定　員　３０人（定員になり次第締切）
参加費　無料

日　時　平成２８年１１月１９日（土）
　　　　９：００集合（１６：００帰着予定）※雨天決行
行き先　児玉園（山口県大島郡周防大島町）
集合場所　西区地域福祉センター
参加費　大人（高校生以上）・・・１，０００円
　　　　（入園料・昼食代など）
　　　　子ども（中学生以下）・・・・９００円
　　　　（入園料・昼食代など）
定　員　５０人
　　　　※保護者・ヘルパーさんと一緒にお申込みください。
申込締切　１０月１４日（金）

日　時　平成２８年９月１８日（日）
　　　　１０：３０～１４：３０　※雨天決行
場　所　夢トピア、第三もみじ作業所、観音新町第一公園
　　　　（西区観音新町３－９－９）
内　容　もみじ作業所の仲間によるステージ、地域活動
　　　　サークルのステージ、出店、喫茶コーナーなど

西区民まつり
日　時　平成２８年１１月６日（日）　　

　　　　１０：００～１５：００

場　所　広島サンプラザ及び近隣公園

内　容　福祉体験、展示、相談など

TEL０８２-２９４-０１０４／
FAX０８２-２９１-７０９６

広島市西区社会福祉協議会

申し込み

ボランティア入門編
気軽に知り合いたすけあう

～ボランティアきっかけ講座～

夢フェスティバル

もみじ福祉会「夢トピア」
問い合わせ TEL０８２-５０３-５７５７

 広島市西区社会福祉大会平成
28年度

参加者
募集 TEL０８２-２９４-０１０４／

FAX０８２-２９１-７０９６

広島市西区社会福祉協議会

～社協も参加します！～

HP
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《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》
＊順不同（Ｈ28年5月21日～Ｈ28年8月20日）

＜賛助会員＞
吉村登美江様　　宮﨑　暁美様　　桂川　寿和子様
田部　正敏様　　山野　節子様　

ご加入ありがとうございました

助成金ありがとうございました
《助成団体ご芳名》＊順不同　（Ｈ28年5月21日～Ｈ28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（Ｈ28年5月21日～Ｈ28年8月20日）

※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 吉松　兼一様　　匿名１　郵便振替口座 01350-9-16537
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）

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。

収入計 81,935,806円 支出計 64,085,091円

会費収入962,000

■ 決算報告

平成27年度 事業報告 重点項目から

ご加入いただくには ※何口でもご加入いただけます

個人対象

企業・団体など対象

賛助会員

特別賛助会員： 一口＝5,000円
： 一口＝2,000円
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（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。

収入合計と支出合計の差額17,850,715円は次年度への繰越金です。

　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・団体など

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できるように、子どもから大人までの幅広い年代や団体などに、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高めるよう、福祉教育の推進に努めました。

　ボランティア入門講座などを開催し、ボランティア活動の場を広げ、福祉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。

　心配ごと相談、在宅訪問相談、貸付相談などの総合的な相談援助を行うことができるように、関係者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

目指しました。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」、脳血管障害等中途障害者の集い「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。

１ たすけあいのまちをつくる

2 一人ひとりの暮らしをささえる

3 活動を進める体制を強化する

受取利息配当金収入
7,951

福祉推進事業954,217

ボランティアセンター活動
4,124,707

権利擁護153,000

受託事業5,917,724

貸付事業1,851,000

事業収入43,300

受託金収入
11,209,724

その他の収入175,806

前期末支払資金残高
17,595,177

前期末支払資金残高
17,595,177

寄付金収入294,006

経常経費
補助金収入
54,617,842 法人運営事業

49,290,384

地区社協育成事業
7,794,059

日　　時　平成２８年１０月１１日（火）１３:００～１６：００
場　　所　西区地域福祉センター
相談内容　司法書士による法律相談
　　　　　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
定　　員　６人（1人３０分）
　　　　　＊事前予約必要＊先着順＊西区居住の方優先
受付開始日　平成２８年９月１４日（水）
主　　催　広島司法書士会広島西支部

TEL０８２-２９４-０１０４／
FAX０８２-２９１-７０９６

広島市西区社会福祉協議会
申し込み

日　　時　平成２８年１０月１９日（水）１３:００～１６：００
場　　所　西区地域福祉センター
相談内容　弁護士による法律相談　親子関係、多重債務、
　　　　　破産、過払い金取り戻し、土地のトラブル、
　　　　　離婚、相続、少年事件など
定　　員　６人（1人３０分）
　　　　　＊事前予約必要＊先着順＊西区居住の方優先
受付開始日　平成２８年９月２０日（火）

TEL０８２-２９４-０１０４／
FAX０８２-２９１-７０９６

広島市西区社会福祉協議会
申し込み

弁護士無料法律相談 「法の日」 司法書士無料法律相談 赤い羽根共同募金ご協力をお願いします！
　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るものです。高齢者・
子育てサロンなどの身近な地区社協活動の財源となっています。

平成２７年度
広島市共同募金会
募金総額

８５，７３９，７６３円

平成２７年度
西区分会の
募金総額

１１，２８０，１１３円
＊目標額(１７，８３０，０００円)に対する達成率　６３．３％

平成２８年度
西区配分金総額

６，１３６，１７６円

内　訳
地区社協事業 ５，６７３，１００円

区社協事業 ４６３，０７６円

＊三井住友銀行：本店・支店間の窓口からの振込手数料は無料（ATMも含む）

＊りそな銀行：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行からの本支店間の振込手数料は無料（ATMも含む）

＊三井住友信託銀行：三井住友信託銀行の窓口やATM（カードに限る）、三井住友信託ダイレクトでの振込手数料は無料

　平成28年4月14日の熊本県熊本地方を震源
とする地震により、県内各地において人的被害を
はじめ、家屋の倒壊など甚大な被害が発生し、
熊本県の全市町村に災害救助法が適用されました。
また、大分県でも多くの被害が発生しています。
　このたびの災害が大きな災害であったことを
受け、被災された方々を支援することを目的に
義援金の募集をします。

①現金持参 広島市西区社会福祉協議会で受付しています。
②口座振込

●受付方法

金融機関

東京公務部

本店営業部

東京公務部

支店名 口座番号

（福）中央共同募金会
熊本地震義援金

（福）中央共同募金会
普通0180014

普通0124323

普通0162585

口座名義

三井住友信託銀行

りそな銀行

三井住友銀行

観音学区社会福祉協議会様　井口地区社会福祉協議会様　己斐上学区社会福祉協議会様　古田学区社会福祉協議会様
府中町久蔵寺仏教婦人会様　草津・庚午南地区社会福祉協議会様

平成２８年熊本地震義援金ありがとうございました（広島市共同募金会西区分会受付分）
《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同（Ｈ２８年５月２１日～Ｈ２８年8月２０日）

平成２８年熊本地震 義援金　受付期間が延長になりました！

募集期間 平成29年3月31日（金）まで
（平成28年6月30日（木）まででしたが延長になりました）

～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。

●場　　所　西区地域福祉センター４階
●日　　時　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

広島市西区社会福祉協議会

TEL０８２-294-0104

問い合わせ

1月以降も毎月開催予定です。

今後の開催予定

10月5日（水）／11月2日（水）／
12月7日（水）

●安心して子どもを遊ばせる
　場がほしい
●たくさんお友だちをつくりたい
●子育ての情報交換をしたい

子育て

オープン

スペース

ピクニックひろば

収入の部 支出の部

＊平成２７年度の
　募金額から配分

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


