
広島市シニア応援センターでは、市内在住の60歳以上のシニアの方に、無料で職業紹介を行っています。
相談者のこれまでの就労状況やご経験のほか、これからの生き方や働き方への思いなどを聞きとり、相談者の希望に添ったきめ
細やかな対応ができることが、当センターの特徴です。シニアの方の雇用に理解のある企業の求人を豊富にご用意していますので、
電話でのお問い合せ・来所によるご相談、お待ちしております。

この記事に関する問い合せ先
総務課 庶務係

TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437

まごころ銀行へのご協力ありがとうございます
本会まごころ銀行に、次の皆さまから尊いご寄附を頂きました。厚くお礼申し上げます。

【令和4年7月7日～令和4年10月17日（順不同）】
●一般寄附預託者
　そごう・西武労働組合広島支部 様
●物品預託者
【「よしもとLIVE 紙屋町劇場」公演入場チケット】中心市街地にぎわい創出推進協議会 様
【食品】カルビー株式会社 様／ソニーカスタマーサービス㈱西日本サービス部  中四国ブロックサービスステーション広島 様
 東洋羽毛中四国販売㈱広島営業所 様／ JA広島市レディースクラブ 様／眞田 幹雄 様／株式会社 パソナ 様
【鉛筆】株式会社 広島銀行 様

　皆さまからお寄せいただいたご寄附は、高齢者・児童・障害者・生活困窮
世帯の福祉など、明るい地域社会を築くために活用させていただきます。

◆この記事に関する問い合せ先
　【総務課庶務係】TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437

本会の活動に賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴
社、団体、個人）も地域活動に参加してみませんか。納めてい
ただいた賛助会費は、身近な地域で福祉のまちづくりを進め
る市域の地（学）区社会福祉協議会の活動等に活用させてい
ただきます。

　　　　　 法人　1口　10,000円　個人　1口　1,000円

※口数は何口でも結構です。
※本会は社会福祉法人ですので、個人の場合は「所得控除・
税額控除」「住民税税額控除」、法人の場合は「法人税法上
の損金算入」ができます。

賛助会費

令和4年度 社会福祉法人 広島市社会福祉協議会賛助会員を募集しています

就労相談 ●就労条件など、ご希望をお話しください。
  （求人情報の閲覧のみでもOK!）

職業紹介 ●Faxや郵送で求人先の提案をさせていただきます。
●求人先に応募の可否を確認後、紹介状を発行します。

面　　接 ●求人先と面接（試験）日の調整を行っていただきます。

求職登録 ●求職の登録をします。（※）
  （即日登録しなくてもOK！）

採用決定・就職
（※）：登録の際に身分証明が必要です。（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等ご持参ください）

◆この記事に関する問い合せ先◆ 広島市シニア応援センターTEL：082-264-6415  FAX：082-264-6439

●求人台帳の閲覧や、端末によりハローワークの求人情報
（一部）の検索も可能。〈端末操作もサポート！！〉

〈職種別〉 〈年齢別〉
男性

※その他：商品補充、仕分け、販売、保育補助、児童支援、
 接客、車両点検 等

女性

●ご利用の流れ

●豊富な求人情報（閲覧だけでもOK！） ●確かな採用実績（R3年度：141人）
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シニアの方々が、これまで培った知識や経験を活かすことができるよう、様々な業種の
事業所様からの求人が必要です。是非、お気軽にご連絡ください。

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

皆さまからの求人のご依頼“大歓迎”です。（全て無料）

発行・編集／社会福祉法人 広島市社会福祉協議会  2022年12月発行
〒732-0822  広島市南区松原町5番1号（BIG FRONT ひろしま 6階 広島市総合福祉センター内）
TEL 082-264-6408  FAX 082-264-6416（ボランティア情報センター直通）
E-mail: voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp

広島市社会福祉協議会の取組等については、
HP及び Facebookでもご覧いただけます。
［HP］https://shakyo-hiroshima.jp 
［Facebook］https://www.facebook.com/hiroshimashishakyo FacebookHP
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シニアの新しいチャレンジを応援

広島市シニア応援センター（無料職業紹介所）広島市シニア応援センター（無料職業紹介所）
その1
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チラシ・ポスター製作の反響を感じました！
たくさんの方々に買ってもらい、就労支援施設や、
そこで作られる美味しい製品について知ってもら
えて嬉しいです。

学校という身近なところでエシカルを感じてもらう
ことができました！

大好評でした、また学院に来てもらいたいです！

チラシ・ポスターをデザインした
高2「みんなでエシカルゼミ」の

皆さんより

いしうちベーカリーの
おいしそうなパンが
たくさん到着！

たくさんの生徒が
購入に来てくれました

（途中で売り切れてしまい
ゴメンなさい！）

『広島市成年後見利用促進センター』は広島市より委託を受け、令和3年10月1日に開設しました。
当センターでは、「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくため、市民向けの講演会を開催したり、電話や来
所での相談に対応するほか、毎月、弁護士・司法書士・社会福祉士による専門職相談会を開催しています。開設後、昨年
10月～今年9月の相談実績は283件、専門職相談会の相談実績は23件となっており、成年後見制度への関心の高さ
や、必要としている方が多くいらっしゃることを実感しています。
“このようなことを聞いてもいいのかな？”ということも、お気軽にご相談ください。

コロナ禍による広島市総合福祉センターの休館により、令
和2~3年度はほとんどの講座ができませんでしたが、今年
度は計画どおり開催しています。
3年ぶりとあって、講座の受講やサークル活動などの自主活動

をとおして、久しぶりに会う仲間と喜びを分かち合っています。
10月29日、30日には、「取り戻そう笑顔と絆で大学祭」と
いうスローガンのもと、趣向を凝らした新しい形の3年ぶり

の大学祭を開催しました。
大学祭を開催したいという学生全員の強い思いで、コロナ
感染防止対策をした中での開催となりましたが、コーラスな
どの芸能発表やサークルの作品展示などが行われ、元気に
満ち溢れた学生のキラキラした瞳がとても印象的でした。
令和5年度の新入生の学生募集は、来年2月に予定してい

ます。

広島学院中学校・高等学校では、以前より福祉教育の実施や地域行事への参加
等、様々な地域福祉に関する取組を実践されています。
この度は『ひろしま市社協通信81号』で紹介した障害者就労支援施設のパン販売
の記事を見て「学校でも始めることができるのでは」と本会へご相談くださいました。
チラシ・ポスターは生徒自ら製作され、全校へ事前PR。その効果はバッチリで、
初回販売では200個のパンがあっという間に完売しました！！

広島市成年後見利用促進センター
TEL： 082-207-3367（平日 8:30～17:15）　

広島市成年後見利用促進センター
～開設1年を迎えました～

この記事に関する
問い合せ先

対象者
◆電話・来所相談の内訳（令和3年10月～令和4年9月）

高齢者
知的障害者
精神障害者
不明・その他

件数
173
22
30
58

相談者
本人
子
親族
医療・福祉関係者
その他（※）

件数
51
50
65
40
77

成年後見等申立てについて
成年後見制度について
将来への備え
不動産関連
その他

相談内容 件数
94
98
39
6
46

広島学院中学校・高等学校の取組広島学院中学校・高等学校の取組

◆この記事に関する問い合せ先◆ ボランティア情報センターTEL：082-264-6408  FAX：082-264-6416

赤い羽根共同募金

広島市共同募金委員会
TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437
〒732-0822 広島市南区松原町5-1 BIG FRONT ひろしま6階 広島市総合福祉センター内

問い合せ先

※地（学）区社会福祉協議会、民生委員、知人等地域の方、行政関係者

今年も、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。この募金
運動は「自分のまちを良くするしくみ。」というキャッ
チフレーズの通り、住み慣れた地域で誰もが安心して
暮らすことができるようにと、地域の身近な福祉活動
や毎年のように発生する大規模災害の支援活動など
に、資金面で役立てられている運動です。

今年度もコロナ禍での運動実施となりますが、9,000万円を目標金額に
掲げて取り組んでいますので、皆さまのあたたかい募金で、地域の福祉を
応援できますよう、引き続きご理解とご支援・ご協力をお願いいたします。

皆さまのご協力が地域の福祉を支えます皆さまのご協力が地域の福祉を支えます

シニアの新しいチャレンジを応援 その2

◆この記事に関する問い合せ先◆ 地域福祉推進課 事業係  TEL：082-264-6404  FAX：082-264-6413

令和4年10月26日（水）、就任5年目以内の地区社協会長
と地域福祉推進委員の方々を対象に、会場（広島市総合福
祉センター）への参集とオンライン（Zoom）で研修会を開
催し、37名の参加がありました。
この研修会は、地区社協活動をより円滑に推進するために
必要な基本的な知識や役割等について学習し、今後の地域
活動に役立てていただくことを目的としています。
当日は、市社協から事業説明を行い、先輩会長・地域福祉
推進委員の活動報告として、己斐東学区社会福祉協議会
（西区）の牧野会長、古市学区社会福祉協議会（安佐南区）
の山口地域福祉推進委員から、それぞれの地区での活動や、
会長・地域福祉推進委員として大事にしていることなどのお
話をいただきました。
研修会に参加された方からは、「会長として、地区のことを
知り、様々な課題がある中でも、前向きに一歩ずつ前進する
ことを心がけていきたい。」「地域福祉推進委員として、地区
の実情をつかむこと、足を運んで顔見知りになることの大切
さに改めて気づけた。」という声がありました。

地域によって実情は異なりますが、『こういうやり方』もあ
るのかと、少しでも今後の地域活動の参考にしていただきた
いと思います。

令和4年度の広島市シニア大学は元気にやっています !令和4年度の広島市シニア大学は元気にやっています !

広島市域新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会を開催しました令和
4年度

◀お二人から、コ
ロナ禍での取
組や工夫して
いる点につい
てもお話いた
だきました。

活動報告後の
意見交換は活
発に行われて
いました。

▲

◆この記事に関する問い合せ先◆ 地域福祉推進課 地域福祉係  TEL：082-264-6403  FAX：082-264-6413

講座の様子 大学祭の様子

学校 地域福祉×

本会では皆さまの様々な地域福祉活動を応援しています。どうぞお気軽にご相談ください。
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チラシ・ポスター製作の反響を感じました！
たくさんの方々に買ってもらい、就労支援施設や、
そこで作られる美味しい製品について知ってもら
えて嬉しいです。

学校という身近なところでエシカルを感じてもらう
ことができました！

大好評でした、また学院に来てもらいたいです！

チラシ・ポスターをデザインした
高2「みんなでエシカルゼミ」の

皆さんより

いしうちベーカリーの
おいしそうなパンが
たくさん到着！

たくさんの生徒が
購入に来てくれました

（途中で売り切れてしまい
ゴメンなさい！）

『広島市成年後見利用促進センター』は広島市より委託を受け、令和3年10月1日に開設しました。
当センターでは、「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくため、市民向けの講演会を開催したり、電話や来
所での相談に対応するほか、毎月、弁護士・司法書士・社会福祉士による専門職相談会を開催しています。開設後、昨年
10月～今年9月の相談実績は283件、専門職相談会の相談実績は23件となっており、成年後見制度への関心の高さ
や、必要としている方が多くいらっしゃることを実感しています。
“このようなことを聞いてもいいのかな？”ということも、お気軽にご相談ください。

コロナ禍による広島市総合福祉センターの休館により、令
和2~3年度はほとんどの講座ができませんでしたが、今年
度は計画どおり開催しています。
3年ぶりとあって、講座の受講やサークル活動などの自主活動

をとおして、久しぶりに会う仲間と喜びを分かち合っています。
10月29日、30日には、「取り戻そう笑顔と絆で大学祭」と
いうスローガンのもと、趣向を凝らした新しい形の3年ぶり

の大学祭を開催しました。
大学祭を開催したいという学生全員の強い思いで、コロナ
感染防止対策をした中での開催となりましたが、コーラスな
どの芸能発表やサークルの作品展示などが行われ、元気に
満ち溢れた学生のキラキラした瞳がとても印象的でした。
令和5年度の新入生の学生募集は、来年2月に予定してい

ます。

広島学院中学校・高等学校では、以前より福祉教育の実施や地域行事への参加
等、様々な地域福祉に関する取組を実践されています。
この度は『ひろしま市社協通信81号』で紹介した障害者就労支援施設のパン販売
の記事を見て「学校でも始めることができるのでは」と本会へご相談くださいました。
チラシ・ポスターは生徒自ら製作され、全校へ事前PR。その効果はバッチリで、
初回販売では200個のパンがあっという間に完売しました！！

広島市成年後見利用促進センター
TEL： 082-207-3367（平日 8:30～17:15）　

広島市成年後見利用促進センター
～開設1年を迎えました～
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広島学院中学校・高等学校の取組広島学院中学校・高等学校の取組

◆この記事に関する問い合せ先◆ ボランティア情報センターTEL：082-264-6408  FAX：082-264-6416

赤い羽根共同募金

広島市共同募金委員会
TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437
〒732-0822 広島市南区松原町5-1 BIG FRONT ひろしま6階 広島市総合福祉センター内

問い合せ先

※地（学）区社会福祉協議会、民生委員、知人等地域の方、行政関係者

今年も、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。この募金
運動は「自分のまちを良くするしくみ。」というキャッ
チフレーズの通り、住み慣れた地域で誰もが安心して
暮らすことができるようにと、地域の身近な福祉活動
や毎年のように発生する大規模災害の支援活動など
に、資金面で役立てられている運動です。

今年度もコロナ禍での運動実施となりますが、9,000万円を目標金額に
掲げて取り組んでいますので、皆さまのあたたかい募金で、地域の福祉を
応援できますよう、引き続きご理解とご支援・ご協力をお願いいたします。

皆さまのご協力が地域の福祉を支えます皆さまのご協力が地域の福祉を支えます

シニアの新しいチャレンジを応援 その2

◆この記事に関する問い合せ先◆ 地域福祉推進課 事業係  TEL：082-264-6404  FAX：082-264-6413

令和4年10月26日（水）、就任5年目以内の地区社協会長
と地域福祉推進委員の方々を対象に、会場（広島市総合福
祉センター）への参集とオンライン（Zoom）で研修会を開
催し、37名の参加がありました。
この研修会は、地区社協活動をより円滑に推進するために
必要な基本的な知識や役割等について学習し、今後の地域
活動に役立てていただくことを目的としています。
当日は、市社協から事業説明を行い、先輩会長・地域福祉
推進委員の活動報告として、己斐東学区社会福祉協議会
（西区）の牧野会長、古市学区社会福祉協議会（安佐南区）
の山口地域福祉推進委員から、それぞれの地区での活動や、
会長・地域福祉推進委員として大事にしていることなどのお
話をいただきました。
研修会に参加された方からは、「会長として、地区のことを
知り、様々な課題がある中でも、前向きに一歩ずつ前進する
ことを心がけていきたい。」「地域福祉推進委員として、地区
の実情をつかむこと、足を運んで顔見知りになることの大切
さに改めて気づけた。」という声がありました。

地域によって実情は異なりますが、『こういうやり方』もあ
るのかと、少しでも今後の地域活動の参考にしていただきた
いと思います。

令和4年度の広島市シニア大学は元気にやっています !令和4年度の広島市シニア大学は元気にやっています !

広島市域新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会を開催しました令和
4年度

◀お二人から、コ
ロナ禍での取
組や工夫して
いる点につい
てもお話いた
だきました。

活動報告後の
意見交換は活
発に行われて
いました。

▲

◆この記事に関する問い合せ先◆ 地域福祉推進課 地域福祉係  TEL：082-264-6403  FAX：082-264-6413

講座の様子 大学祭の様子

学校 地域福祉×

本会では皆さまの様々な地域福祉活動を応援しています。どうぞお気軽にご相談ください。
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広島市シニア応援センターでは、市内在住の60歳以上のシニアの方に、無料で職業紹介を行っています。
相談者のこれまでの就労状況やご経験のほか、これからの生き方や働き方への思いなどを聞きとり、相談者の希望に添ったきめ

細やかな対応ができることが、当センターの特徴です。シニアの方の雇用に理解のある企業の求人を豊富にご用意していますので、
電話でのお問い合せ・来所によるご相談、お待ちしております。

この記事に関する問い合せ先
総務課 庶務係

TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437

まごころ銀行へのご協力ありがとうございます
本会まごころ銀行に、次の皆さまから尊いご寄附を頂きました。厚くお礼申し上げます。

【令和4年7月7日～令和4年10月17日（順不同）】
●一般寄附預託者
　そごう・西武労働組合広島支部 様
●物品預託者
【「よしもとLIVE 紙屋町劇場」公演入場チケット】中心市街地にぎわい創出推進協議会 様
【食品】カルビー株式会社 様／ソニーカスタマーサービス㈱西日本サービス部  中四国ブロックサービスステーション広島 様
 東洋羽毛中四国販売㈱広島営業所 様／ JA広島市レディースクラブ 様／眞田 幹雄 様／株式会社 パソナ 様
【鉛筆】株式会社 広島銀行 様

　皆さまからお寄せいただいたご寄附は、高齢者・児童・障害者・生活困窮
世帯の福祉など、明るい地域社会を築くために活用させていただきます。

◆この記事に関する問い合せ先
　【総務課庶務係】TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437

本会の活動に賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴
社、団体、個人）も地域活動に参加してみませんか。納めてい
ただいた賛助会費は、身近な地域で福祉のまちづくりを進め
る市域の地（学）区社会福祉協議会の活動等に活用させてい
ただきます。

　　　　　 法人　1口　10,000円　個人　1口　1,000円

※口数は何口でも結構です。
※本会は社会福祉法人ですので、個人の場合は「所得控除・
税額控除」「住民税税額控除」、法人の場合は「法人税法上
の損金算入」ができます。

賛助会費

令和4年度 社会福祉法人 広島市社会福祉協議会賛助会員を募集しています

就労相談 ●就労条件など、ご希望をお話しください。
  （求人情報の閲覧のみでもOK!）

職業紹介 ●Faxや郵送で求人先の提案をさせていただきます。
●求人先に応募の可否を確認後、紹介状を発行します。

面　　接 ●求人先と面接（試験）日の調整を行っていただきます。

求職登録 ●求職の登録をします。（※）
  （即日登録しなくてもOK！）

採用決定・就職
（※）：登録の際に身分証明が必要です。（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等ご持参ください）

◆この記事に関する問い合せ先◆ 広島市シニア応援センターTEL：082-264-6415  FAX：082-264-6439

●求人台帳の閲覧や、端末によりハローワークの求人情報
（一部）の検索も可能。〈端末操作もサポート！！〉

〈職種別〉 〈年齢別〉
男性

※その他：商品補充、仕分け、販売、保育補助、児童支援、
 接客、車両点検 等

女性

●ご利用の流れ

●豊富な求人情報（閲覧だけでもOK！） ●確かな採用実績（R3年度：141人）

マンツーマンで
丁寧に対応します。

その他
21％

マンション
管理人
51％

警備 15％

清掃
9％
医療・
福祉
4％

清掃
34％

70～74歳
21％

65～69歳
54％

60～64歳
23％

調理 飲食関係
27％

マンション管理人
21％

その他 15％

医療・
福祉
3％

75歳～
2％

シニアの方々が、これまで培った知識や経験を活かすことができるよう、様々な業種の
事業所様からの求人が必要です。是非、お気軽にご連絡ください。

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

事業所の
求人ご担当者様へ！！

皆さまからの求人のご依頼“大歓迎”です。（全て無料）

発行・編集／社会福祉法人 広島市社会福祉協議会  2022年12月発行
〒732-0822  広島市南区松原町5番1号（BIG FRONT ひろしま 6階 広島市総合福祉センター内）
TEL 082-264-6408  FAX 082-264-6416（ボランティア情報センター直通）
E-mail: voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp

広島市社会福祉協議会の取組等については、
HP及び Facebookでもご覧いただけます。
［HP］https://shakyo-hiroshima.jp 
［Facebook］https://www.facebook.com/hiroshimashishakyo FacebookHP
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シニアの新しいチャレンジを応援

広島市シニア応援センター（無料職業紹介所）広島市シニア応援センター（無料職業紹介所）
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