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「よかよか倶楽部」ってどんなボランティアグループ？
　よかよか倶楽部は、障害のある方の外出支援をしたい！という思いから、平成 17 年に立ち上がったボランティアグループです。現在は
約 10 人で活動しています。
　福祉制度も進み、それに伴い活動内容も変化していく中で、現在は福祉施設やサロン、当事者団体のつどいにて、レクリエーションや作
品作りを通じて地域のみなさんと交流を深めています。

「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。
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。

●立ち上げようと思ったきっかけについて教えてください。
　地域の方との交流の場がほしい、と思い立ち上げを考えるようになりました。高齢の方や子
育て世代等、分野ごとに特化したサロンはたくさんあります。しかし、せっかく立ち上げるな
らば高齢の方や障害のある方、偶然通りかかった方等いろいろな方が集い、交流でき、住民同
士が助け合っていける関係をつくりたいと思いました。そこで、みんなが集えるサロンを立ち
上げることにしました。

●サロンでどんなことをされていますか？
　はじめに全員で歌を歌った後に、各テーブルに分かれ、それぞれしたいことをしても
らっています。参加者全員が、同じことをしなければいけないという決まりはありませ
ん。初回はすごろくやトランプ、おしゃべりのグループがありましたが、よかよか倶楽
部が作成したこけ玉や干支の飾り物を見られる方もいらっしゃいました。最後は「今日
という日はさようなら」を全員で歌い、さようならをしています。

●サロンの「ここが自慢！」を教えてください。
・みんなとお話できること！

高齢の方、障害のある方、通りかかった方、いろいろな人と交流できます。
・古江電停から近い！

みんながより道しやすい場所を探しました。入口もガラス張
りなので中の様子も見えて、人目につきやすい場所です。

●一言どうぞ！
　行きやすくのぞきやすいサロンなので、お気軽により道してください。お待ちしています。

〇「よかよか　より道サロン　～より道・おしゃべり・出逢いの場～」
　今年の 4 月 16 日、西区にまた一つ新しいサロン「よかよか　より道サロン」が立ち上が
りました。サロンを立ち上げたのは、西区ボランティアセンターに登録しているボランティ
アグループ「よかよか倶楽部」です。サロンについて代表の今村さんにお話を伺いました。

よかよか　より道　サロン
日　時　毎月第 3 火曜日
　　　　13：30 ～ 16：30
場　所　古江ギャラリーパシフィカ
　　　　（西区古江東 6-1）
参加費　1 人 100 円

▲サロンの目印となる看板

▲歌っているサロンの様子

西区発
‼ ボランティアグループによるサロンが立ち上がりました
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弁護士無料法律相談
●日　　　時：令和元年 7月 17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、少年事件等
●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：令和元年 6月 18日（火）　8：30～

広島市西区社会福祉協議会

TEL. 082-294-0104　FAX. 082-291-7096申し込み

平成31年度　主要事業実施計画
１　法人運営事業
会議の開催
自主財源の醸成

２　企画・広報事業
広報事業（広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行）
大会事業（西区社会福祉大会・西区福祉まつりの開催
10月 5日（土））

３　部会・委員会事業
総務委員会、地域包括ケアシステム構築推進委員会等の開催

４　指定管理事業
広島市西区地域福祉センターの管理運営

５　地区社協育成事業
地区社協育成
福祉のまちづくりの総合的な推進
地域福祉推進委員の設置
地区社協役員研修

６　役職員研修事業
７　福祉推進事業
高齢者（緊急連絡カード作成、在宅介護者のつどい）
障害児 ･者（交流事業、中途障害者のつどい、精神障
害者のつどい）
ひとり親（ひとり親家庭親子のつどい）
児童（ちびっこ広場設置、子育て支援）

８　共同募金配分金事業
９　ボランティアセンター活動事業
ボランティア活動推進事業
（ボランティア講座・研修会等の開催等）
福祉教育推進事業
（学校・地域等における福祉教育推進事業の推進・協力）
10　権利擁護事業
自立支援総合相談援助事業（心配ごと相談、訪問相談
援助）
福祉サービス利用援助事業（かけはし）
新たな社会的課題への対応
（自立相談支援事業「広島市くらしサポートセンター」
への協力、介護予防・日常生活支援総合事業への協力）

11　受託事業
広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣
事業
介護予防・日常生活支援総合事業

12　貸付事業
生活一時資金・ひとり親家庭等緊急援護資金
生活福祉資金

13　その他の事業
広島市西区共同募金委員会への協力等

◆
◆
収
支
予
算
◆
◆ 【経常収入計　88,995,000円】 【経常支出計　88,995,000円】

収入の部 支出の部
会費収入 1,150

法人運営事業
51,341

寄付金収入 550

経常経費補助金収入
55,303

受託金収入
11,437事業収入 92

雑収入 250

受取利息配当金収入
5

サービス区分間
繰入金収入

3,108 前期末支払資金残高
17,100

地区社協育成事業 9,010
福祉推進事業 1,290

ボランティアセンター活動
5,719

権利擁護 153
受託事業 6,058
貸付事業 1,746

予備費支出
13,678

単
位
：
千
円
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赤い羽根共同募金のお礼

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。

ご加入ありがとうございました
《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》※順不同（平成31年2月21日～令和元年5月20日）

＜ 賛 助 会 員 ＞
岡峰幸則様　秦　孝成様　國保典昭様　江本桂子様　横田みどり様　角田　徹様　光田登喜子様　匿名12件
＜特別賛助会員＞
己斐東学区社会福祉協議会様　株式会社井口不動産様　
社会福祉法人おりづる様　障害者支援センターてごーす様
株式会社西田修理工場様　井口地区民生委員・児童委員協議会様　
空点庵様

（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）

　利用者サービス向上を図るため、窓口申請以外の方法による申請（メール・ＦＡＸ又は郵送）についても
受け付けることとなりました。ただし、目的外使用の場合の使用許可申請は、許可の際、使用料を徴収する
必要があるため（条例第 7 条第 1 項）、窓口申請のみの受け付けとなります。
■メール・ＦＡＸ又は郵送による使用許可申請の受付について

休館日及び土日祝日を除く開館日の午後 5 時 00 分までに到着したものについて、翌日（休館日及び土日祝日を除く）
の午前 10 時で受け付けます。（複数ある場合は先着順）

【注意事項】
　・休館日及び土日祝日到着分並びに開館日の午後 5 時 00 分以降到着分については、翌日（休館日及び土日祝日を除く）

到着の扱いとなります。
　　【例】土曜日到着 → 月曜日（祝日でないこと）到着扱い → 火曜日午前 10 時で受け付け
　・使用（利用）希望日の３か月前よりも前に到着したものは無効です。
　・先着順となりますので、使用許可できない場合があります。
　・施設を初めてご利用になる場合は、目的内外の確認が必要なため、メール・ＦＡＸ等による当該申請はできません。
　・郵送の場合は返信用の封筒と切手を同封してください。

　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した。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。
　　平成 30 年度募金実績額（広島市西区共同募金委員会実績分）
　　10,963,976 円（3 月 31 日現在）
例）・地区社会福祉協議会が取り組む新・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） 
づくりの活動

・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
・ひとり親家庭のつどい事業 等

地域福祉センターの利用について

※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。

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（平成31年2月21日～令和元年5月20日）

NPO 法人　広島鯉城断酒会様
広島友の会　新己斐方面

一般寄付

平成 30年度賛助・特別賛助会員の加入状況
賛 助 会 員　89 件　　244,000 円
特別賛助会員　43 件　　542,000 円
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地域情報を
ホームページに
掲載しています！

■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

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

回 日時 内容 場所

1 8月1日(木)　10：00～15:00 ・オリエンテーション
・企画ミーティング 西区地域福祉センター

2 8月2日(金)　10:00～15:00 企画ミーティング 西区地域福祉センター

3 8月3日(土)　10:00～17:00
・発表準備
・健常児＆障害児交流会にてボランティア体験
※交流会内で、企画した出し物を発表します。

西区地域福祉センター

4 8月5日(月)　10:00～12:00 　まとめの会 西区地域福祉センター

～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。

子育てオープンスペース　ピクニックひろば

ヤングボランティアスクール

問い合わせ　広島市西区社会福祉協議会　TEL082-294-0104

◯実施期間　令和元年8月1日 ( 木 ) ～ 8月 5日 ( 月 )　※全4回
◯参加対象　西区に通学、またはお住いの中学生から25歳までで全日参加できる方
◯参 加 費　無料
◯参加定員　20人（定員になり次第締め切り）
◯申込締切　令和元年7月12日 ( 金 )

みんなが笑顔になれる劇やペープサート等を仲間と一緒に企画してみませんか。

問い合わせ　広島市西区社会福祉協議会　TEL082-294-0104

・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
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？○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
○今後の開催予定　　7 月 3 日（水）・8 月 7 日（水）・
　　　　　　　9 月 4 日（水）
　　　　　　　10 月以降も毎月開催予定です。


