東広島市社協だより

Social Welfare in Higashihiroshima

こころん

特集

～地域も NPO も社協も行政もみんなで応援！～

子育てするなら東広島 !!
…もくじ…

198 号

▲「あかちゃんサロンぽかぽか」で
行われた運動会の様子（西条町）

「みんなに囲まれて
すくすく大きくなあれ」
東広島の子育てサポート活動

（関連記事：4 ～ 5㌻）

● 社協のまつり「河内福祉ふれあいまつり」
「黒瀬町健康福祉まつり」「東広島健康福祉まつり」� 2 ～ 3㌻
● 特集「子育てするなら東広島！！」����������� 4 ～ 5㌻
● 九州北部豪雨災害への支援活動 �������������� 6㌻
● 災害用資機材ストックヤード ��������������� 6㌻
● 連載企画：「社会福祉法人の地域貢献活動」VOL.1 本永福祉会� 7㌻
● 寄付・義援金のご報告（平成29年8月～平成29年10月） ��� 7㌻
● お知らせコーナー �������������������� 8㌻

この広報紙は赤い羽根共同募金の
配分金を活用しています。
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東広島市内で行われている子育てサポートの
ための活動をちょっとのぞいてみませんか？相
談してみませんか？！
特集では雰囲気が分かりやすいよう、写真
いっぱいでご紹介します。
あわせて、子育て支援をしてみたい方もぜひ
社協へご相談ください。
【関連記事】4 ～ 5ページ
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河内福祉
ふれあいまつリ

●まつりテーマ「つなげよう

10月14日
河内保健福祉センター

▶福祉
 公演「トミー有廣名曲
ショー」実行委員長と社協
職員もノリノリです♪

▲各コーナーで今年も大活躍の
河内高校生徒会の皆さん。

優しさ・心 笑顔の輪」
テーマ作者 石川花音さん

◀福祉
 公演「大道芸のらさん」
ちいさなお客さんと一緒に、
そーれっ！

第23回

▲河内小学校「河内こども神楽」
◀「体験コーナー」お手紙
今年のまつりは、河内小学校5・6年生による「河
ボランティア「コスモス」
内こども神楽」の上演で開幕しました。天候が心
さんと一緒に、かわいい
配されましたが、約650名の来場者がありました。
お手紙を作りました。
まつりには、地区社協や住民自治協議会、ボラ
ンティア団体、福祉施設、幼稚園、保育園、町内
小学校、河内中学校、河内高校生徒会、広島国際
大学など、多数の団体・地域住民の皆様の協力に
より、バザーや展示・体験・健康コーナー、みん
なの広場（ステージ発表）を盛り上げていただき
ました。
みんなの広場では、河内中学校吹奏楽部の演奏、
河内合唱団、千鳥草コーラスの合唱、河内高校奏
楽部による琴の演奏で会場内に音楽と歌声が響き
わたりました。福祉公演では、大道芸のらさんに
よるダイナミックなショーで観客が釘付けでした。
トミー有廣さんの歌謡ショーでは、懐メロからハ
ワイアンなどさまざまなジャンルの名曲を披露し
ていただき、歌声に魅了されました。
地域の皆様、ご協力ありがとうございました。

第25回

黒瀬町健康
福祉まつり

10月29日
黒瀬生涯学習センター

▲救命救急体験（東広島消防署）

健康相談（広島国際大学）
▶

◀認知症の家族・
支援者らによる
リレー「RUN
伴＋（プラス）」
黒瀬から西条に
向けて出発しま
した！
台風22号が最接近した10月29日（日）黒瀬生涯学習センターで「第25回黒瀬町
健康福祉まつり」を開催しました。
当日は、朝からあいにくの雨でしたが、黒瀬地区社会福祉協議会を中心に、女性
会や医療・福祉の関係団体、広島国際大学、黒瀬高校など40団体のご協力により、
800名を超える多くのお客様にお越しいただきました。
ふれあいコンサートでは、「カープジャズ＆OKIライブ」を開催。カープ応援歌が、
いつもと違う素敵なジャズ演奏で流れ、NHKのど自慢東広島市地区大会で優勝され
た沖和義さんの甘い歌声に観客が沸きました。
ご来場・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。

▲栄養相談（東広島地域活動栄養士会）
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すばらしい天候に恵まれて、約1,900人
の来場者を迎えて盛大に開催されました。
オープニングセレモニーでは、東広島市社
協表彰と、健康福祉まつりのテーマ・福祉
標語の表彰を行いました。
今年は、例年行っていた東広島運動公園
から会場を変更したため、準備がとても大
変でしたが、実行委員会のメンバーが協力
し合って、まさにみんなで作り上げた新た
な「健康福祉まつり」になりました。
ご来場、ご協力いただいた皆様、ありが
とうございました。

平成29年度

第19回 東広島

健康福祉まつり

11月5日
東広島市総合福祉センター・
東広島保健医療センター
▲健康ゾーンは今年も大人気（血糖測定）

◀じょうずにかけたよ（はしご車写生大会）

▲うまく読めるかな？（音訳体験）

▲屋外の飲食ブースも賑わいました

平成29年度

▲みんなで歌って踊って大盛り上がり（ステージ発表）
▲スタンプラリーの景品はどれにしようかな？

おめでとうございます！
これからもよろしくお願いします。
●社会福祉功労団体（活動が優秀であり活動期間 8 年以上の団体）
・東広島市わかば奇術研究会（西条町）

▲東広島市社協表彰の受賞者

・下黒瀬小学校区体育振興会（黒瀬町）

●社会福祉団体役員功労者（社会福祉団体の役員として功績があり在職期間が 8 年以上の者）
桑森
岡田
土居

義信
浩
麗子

横山
本山

高嶺
奉子

蔵田
近藤

圭伸
通子

宮尾 博二
切川サチ子

池﨑
高畑

佑子
見心

竹口ヨシコ
新原 光洋

竹口
向井

房夫
史憲

藤原
古田

●社会福祉活動優秀者（社会福祉活動の功績が顕著であり活動期間が 8 年以上にわたる者）
福田美基男
大久保智佐代

林出

光晴

山崎

松雄

長嶋

和雄
正晴
裕子

（敬称略）

福祉標語
入選作品受･賞者紹介

●大会テーマ「ひとりひとりが主役の街に」特別養護老人ホーム 豊邑苑 さん
●児童の部�����������������������������������������������������������������
最優秀賞 笑顔の芽 みんなで育てて 花咲かす
木谷小学校６年
田中 春菜
優秀賞
やさしさは 心のリボン 結びつき
三ツ城小学校６年
浅井 歩花
優秀賞
思いやり 人と人とが つながる輪
高屋東小学校５年
山田 敦生
●生徒の部�����������������������������������������������������������������
最優秀賞 思いやる 心一つで 笑顔咲く
豊栄中学校３年
奥場 紗那
優秀賞
あいさつは 身近でできる 愛言葉
豊栄中学校２年
佐藤
雅
優秀賞 「ありがとう」言えるあなたに「ありがとう」西条中学校２年
東口 颯汰
●一般の部�����������������������������������������������������������������
最優秀賞 支え合い つながる笑顔 地域から
東広島市高屋町杵原 則貞 洋子
優秀賞
思いやり 広がる絆 わが町に
東広島市西条町寺家 竹川 英子
優秀賞
いくつになってもここがいい  そんな住みよい  街づくり 東広島市八本松東
山根 純子

▲テーマ・福祉標語の受賞者
この他にもたくさんの力作が
寄せられました。
みなさん、ご応募ありがとう
ございました。

