今年度は私たちがみなさんの地域を担当します！

山原

丈佳（西条北担当）

横藤田 寿美子（西条南担当）

普段の暮らしの中での困りご
と、 地 域 で の 居 場 所 づ く り、
見 守 り・ 支 え 合 い 活 動 な ど、
何でもお気軽にご相談くださ
い。とことんご一緒させてい
ただきます。

今年度より西条南を担当させ
ていただくことになりました。
地 域 の 皆 さ ん の 声 を 聞 い て、
一緒に考えながら活動に取り
組んでいきたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願いし
ます。

中東

亮（八本松担当）

満由子（河内担当）

今 年 度 か ら 河 内 担 当 に な り、
新しい出会い！発見！感動！
の毎日です。ぬくもりや優し
さにあふれる地域づくりを目
指し、河内の皆様とともに地
域のつながりづくりを進めて
まいります。

妙華（志和担当）

志和地域を担当して３年目に
なります。今年も、色々な方
との出会いを大切にしながら、
地域の中での“つながりづく
り”
“支え合いづくり”の輪を
広げていけるよう取組んでい
きます。

今年度は私たちが
みなさんの地域を
担当します！

八本松担当２年目です。まだ
お会いできていない方、活動
者の方、なにか始めようと思
っている方。みんながつなが
り、仲良く地域の中で生活が
できるように皆さんと一緒に
取り組んでまいりますのでよ
ろしくお願いします。

鈴木

尾崎

山崎

美和（豊栄担当）

今年度も引き続き豊栄地域を
担当します。
地域の皆さんと一緒に考え地
域づくりをすすめていきたい
と思います。
たくさんの方から声をかけて
いただけるよう頑張りますの
でよろしくお願いします。

兼森

瞬（福富担当）

福富町の担当になって早いも
ので３年目。私も 30 歳にな
りました。若さを武器に頑張
りますので、これからもよろ
しくお願い致します！

新任職員紹介！

４月から新たな仲間が加わりました。意気込みとともに紹介します！

瀧口

幸（黒瀬支所）

地域の方が住み慣れた場所で
健やかに安心して過ごせる様、
社協の一員として皆様と一緒
に福祉のまちづくりに取り組
んで参ります。笑顔と人と人
とのつながりを大切に頑張り
ます！

山岡

学（黒瀬支所）

生まれ育った東広島市で、明
るく前向きに何事にも取り組
みます。地域の皆様に気軽に
話 し か け て い た だ け る よ う、
笑顔で頑張りますのでよろし
くお願いいたします。

上仮屋 久美子（黒瀬支所）
訪問看護は初めてなのでわか
らないことばかりですが、看
護師さんに来てもらえてよか
ったと思って頂けるようにが
んばりたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

山本

公仁子（高屋担当）

今年度も引き続き高屋地域を
担当させて頂きます。新しい
出会いを大切にしながら、ま
た、コロナ禍でもつながりを絶
やさないよう、地域の皆さん
と一緒に地域づくりをすすめ
ていきたいと思っていますの
でよろしくお願いいたします。

伊藤

美和（黒瀬担当）

皆さまの声を伺い、知恵と力
をお借りしながら「つながり・
気づき・支え合う」黒瀬を目
指し、今年も全力で取り組み
ます！！

羽良

玄喜（安芸津担当）

安心して暮らせる安芸津を目
指し、隣近所などより身近な
地域での見守りや支え合い活
動の充実に取り組んでまいり
ます。安芸津の皆さん、今年
も引き続きよろしくお願いい
たします。

新任支所長
ごあいさつ

田原

辰生

河内支所長

今年度は「第４次地域福祉活
動計画」のスタートの年です。
地域の皆様と共に力を合わせ
て、誰もが安心して住みやす
い地域づくりに取り組んでま
いります。どうぞよろしくお
願いいたします。
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赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金
ありがとうございました
～令和３年度ご報告～

令和３年度
内
訳
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市民一人ひとりの“福祉に対する気持ち”と“あたた
かい思いやり”を赤い羽根に託して、昨年10月１日か
ら12月31日までの３ヵ月間、赤い羽根共同募金運動を
実施しました。

みなさまのご協力に、心よりお礼申し上げます。

募金総額

13,060,934円
602,331円
２,385,915円
１,769,931円
558,837円
84,132円

高額寄付者
●安芸津佛教会 様
●㈱きやま商会 様
●東広島市都市環境衛生協議会 様

募金の使いみち

福祉団体等
活動支援

赤い羽根共同募金は、福祉のまちづくりのための貴
重な財源として活用させていただきます。
特別配分金…………………合計 1,400,000円
・福祉・介護イメージチェンジプロジェクト
・東広島市地域住民助け合い活動応援事業
・東広島市被災者生活サポートボラネット推進事業

地区社協・
サロン事業
県内の
広域的な
福祉事業

NHK歳末たすけあい配分金……合計 1,000,000円
・東広島ダイバーシティ＆インクルージョン
～若い世代と多様性のまちづくり～

MAGOKORO

♥

ありがとう
ございました。

皆様のご寄付は福祉のまちづくり
の推進のため、有効に活用させ
ていただきます。（敬称略、本所、豊
栄支所、安芸津支所は一部1月分を掲載し
ています。順不同）※１月〜４月分寄付

本 所
◎１月分
◦香典返し
・柳田 恭彦
・大和 至誠
◎２月分
◦香典返し
・亡 奥畠一昭様ご家族
・二神 睦子
◦一般寄付
・NPO法人 日本ハウスクリーニング協会
理事長 金子晴雄
・向日葵の家 代表
金子三根子
・有限会社ぽけっと
代表 檜 ちづ子
・まごころ基金（募金箱）
◎３月分
◦出産祝返し
・先家 綾香
◦一般寄付
編集担当者のひとり言…。
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18,462,080円

・西条ルーテル幼稚園
園児一同
・まごころ基金（募金箱）
・広島中央農業協同組合
◎４月分
◦香典返し
・末中 惠美子
◦一般寄付
・ダイドードリンコ株式会社
・クラボウケミカルワークス株式会社
・株式会社広測コンサルタント
・株式会社東広島タクシー
・株式会社新川
・株式会社東広島ケーブルメディア
・石原 さやか
・まごころ基金（募金箱）
◦物品寄付
・長尾 里絵
黒瀬支所
◎３月分
◦香典返し
・木原 和行
◦物品寄付
・株式会社三輪 ステージ黒瀬店
・公益社団法人
広島県トラック協会呉支部
福富支所
◎２月分
◦香典返し
・檜山 堯子
・弓場 信行

合計
18,462,080円

講座・研修
会・地域交
流事業

社協
広報費

◦見舞返し
・門山 幸人
◎３月分
◦香典返し
・宮川 鉄雄
・原田 順司
◎４月分
◦香典返し
・渡辺 孝三
・⻆ 和憲
・元岡 哲文
豊栄支所
◎１月分
◦香典返し
・山形 麻美
◎２月分
◦香典返し
・宮前 フジコ
・浅井 孝義
◎４月分
◦香典返し
・南波 毅
・丸山 靖子
・髙水 敏昭
◦一般寄付
・サロンきさらぎ会
河内支所
◎２月分
◦香典返し
・葊田 雅之
・中川 道浩

その他の
地域福祉
事業

黒瀬高校の生徒さんと
ビッグハウス黒瀬店で募金活動

福富小学校からも寄付が届きました

◎３月分
◦香典返し
・植村 和男
・安本 正明
・吉川 公子
◎４月分
◦香典返し
・𠮷岡 哲哉
・近藤 喜代子
・田坂 繁幸
◦一般寄付
・池迫 雪美
安芸津支所
◎１月分
◦一般寄付
・風早薬局
◎２月分
◦香典返し
・國重 千代江
・和木 泰治
◎３月分
◦香典返し
・保本 康夫
◎４月分
◦香典返し
・佐伯 勝也
◦一般寄付
・柄 宏
※本会へいただいた寄付金は、税法上の
優遇措置を受けることができます。詳細
については税務署にお問い合せください。

今年度から社協だより「ふれあい」を担当することになりました。広報を担当するのは初めてなので、何事も楽しみながら新し
いことにもチャレンジしていきます！人と人をつなぐことが広報の役割だと思っていますが、心と心をつなぐことも社協の役割だ
と改めて感じています。地域の皆様から愛される社協だより「ふれあい」を目指して、社協職員一丸となって頑張ります。
社協に入職して早３年が経ちましたが、日々地域の皆様との出会いがたくさんあり、出会う方々からの笑顔の挨拶には毎日元気
をいただいています。
「基本は挨拶から」という言葉通り、笑顔の挨拶を交わすだけで、人とのつながりや温かみを感じます。まだ
まだ未熟者ですが、
今後も笑顔の挨拶を心がけ、
人とのつながりを大切に精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします！（今村）

お知らせ
コーナー
自動販売機でSDGsの取り組みを推進

道の駅「湖畔の里福富」に地域貢献型自動販売機を設置！
４月３日除幕式を開催
ひがしひろしま有限会社事業組合の呼びかけ
により、７社の飲料水等販売会社と協働して、
道の駅「湖畔の里福富」に地域貢献型自動販売
機13台が設置されました。
売り上げの一部が、「赤い羽根共同募金」及び
「東広島市社会福祉協議会」に寄附され、災害ボ
ランティア活動や、こども、障がい者、高齢者な
どあらゆる世代の福祉活動に活用されます。誰
でも気軽に地域貢献に取り組むことができます
の で、「 湖 畔
の里福富」 を
ご利用の際は、
ぜひお立ち寄
りください。

「夏休みプール遊び応援隊」
募集！

申
問

東広島市社協では、東広島市内小学校の地域
開放プールで、見守りが必要な児童のプール遊
びを応援するボランティアを募集しています。
資格はいりません。活動できる方はボランティ
ア登録をお願いします。
子どもと一緒に楽しい思い出をつくりましょう！
☆活 動は７月下旬～８月末（小学校の夏休み期
間中）週１～２回程度の活動です。
☆活 動者全員「ボランティア活動保険」に加入
します。（保険料は市社協が負担します。）
※新 型コロナウイルスの感染状況により、活動
を中止する場合があります。
 〒
 739-0003 東広島市西条町土与丸1108番地
東広島市社会福祉協議会 あったか応援センター
☎（082）422-4075 FAX（082）423-8525

『やすらぎ会』
に参加してみませんか

日 内 問

認知症の人を介護している方、不安や悩み・
心配ごとはありませんか？最近、笑顔で話をし
ていますか？『やすらぎ会』は、家族のかかえ
る不安や悩みを会のみんなで語り合い、支え合
う（共有）場所です。
６月17日㈮・７月15日㈮・８月19日㈮
10時～ 13時（介護の不安や悩みの語り合い）
本所（在宅福祉課）
※電話、訪問での対応にも応じています。
あなたのための

便利なアプリ、
MINANOWA 誕生！
無料ダウンロード

☎（0846）29ー1535

災害時の備えは万全ですか？
「いつ」「どこで」起きてもおかしくない災害。
準備している非常用持ち出し袋の中身はばっち
りですか？
是非この機会に「家族」
、
「近所」
、
「地域」で
確認をしてみてはいかがでしょうか！？

災害ボランティア事前登録システムが変わります
これまで、東広島市災害ボランティア事前登
録制度を活用して、災害ボランティアの募集な
どを行って参りましたが、この度、広島県全体
の事前登録システムの完成に伴い、広島県社会
福祉協議会の事前登録制度へ移行いたします。
今後は広島県ボランティア事前登録システム
から募集の連絡を行います。移行に伴い、新た
に登録が必要となります。
引き続きのご協力よろしくお願いします。
URL https://www.hiroshimafukushi.net/2021/07/06/21037/

東広島市社会福祉協議会公式LINEアカウント開設!!
東広島市社会福祉協議会に関する
様々な情報をお知らせしていきます。
お気軽にご登録ください！
社会福祉法人

東広島市社会福祉協議会

（東広島市総合福祉センター内）
E-mail:h-syakyo@soyokazenet.jp
ホームページ:https://higashihiroshimashi-syakyo.jp/
◦本 所 〒739-0003東広島市西条町土与丸1108
・総 務 課：TEL(082)423-2800㈹ FAX(082)423-8525㈹
・企画福祉課：TEL(082)422-4075
・地域福祉課：TEL(082)430-8867
・在宅福祉課：TEL(082)430-8877
◦黒瀬支所 〒739-2612東広島市黒瀬町丸山1286-1
TEL(0823)82-2026 FAX(0823)81-0340
◦福富支所 〒739-2303東広島市福富町久芳1545-1
TEL(082)435-2247 FAX(082)435-2098
◦豊栄支所 〒739-2311東広島市豊栄町乃美2841-1
TEL(082)432-2083 FAX(082)432-2145
◦河内支所 〒739-2201東広島市河内町中河内1206-1
TEL(082)420-7011 FAX(082)437-0281
◦安芸津支所 〒739-2402東広島市安芸津町三津4398
TEL(0846)45-0201 FAX(0846)46-0025
◦志和地区相談窓口（毎週火曜日開設）
〒739-0269東広島市志和町志和堀4123-6
志和出張所内 TEL090-4895-4819
◦東広島市生活支援センター
〒739-8601東広島市西条栄町8-29 東広島市役所2階
TEL(082)420-0410 FAX(082)420-0964
◦東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援センター
〒739-2303東広島市福富町久芳1545-1 福富支所内
TEL(082)435-2240 FAX(082)435-2098

交通事故・相続・離婚
その他ご相談は
弁護士法人

広島メープル法律事務所
〒730-0004
広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル8F
TEL 082-223-4478 ／ 082-223-5506
FAX 082-223-0747
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