
学校と地域が一緒に取り組む福祉教育

　３年生は、車いすユーザーの「きよさん」
のお話から、「誰もが安心できる学校、三
永のまちにしていくためには、皆ができる
ことを行動に移して助け合うことが大切」
と学びました。
　「周りの人々に笑顔になってもらいたい」
と考えた３年生は、地域の方々と一緒に福
祉体験学習に取り組み、学校や地域で生活
する中で、どんな困り事があるかを考え、
今自分たちにできることを話し合っていま
す。学校、そして三永地域の一員として支
え合いながら生活できるよう、学んだこと
を周りの人々に伝え、広めていきたいです。

　豊田高校の生徒と風早小学校の児童が
一緒に「火とグルメの祭典あきつフェス
ティバル」で募金活動を行いました。事
前に放課後子ども教室で、児童と生徒が
赤い羽根共同募金について学び、どのよ
うに工夫したら募金をしてもらえるのか、
募金していただいた方に感謝を伝える方
法は何かを話し合いました。そして、募
金箱の飾りつけや、折紙でありがとうメッ
セージカードを作成しました。当日は元
気に募金の呼びかけを行い、「たくさんの
人が募金してくれて嬉しい」と笑顔で取
り組む子供たちが頼もしかったです。

豊田高校
風早小学校

三永小学校

じぶんの町を良くするしくみ
高校生と放課後子ども教室で取り組む
「赤い羽根共同募金」

「三永スマイル
 プロジェクト」

11月12日㈯
火とグルメの祭典
あきつフェスティバルにて

放課後子ども教室で
募金箱づくり

「きよさん」と、皆で助け合うこと
の大切さについて考えました

「きよさん」に学校で
安心して過ごしても
らうためにポスター
を作成しました

様々な福祉体験学習に
取り組みました

・�周りの皆が笑顔になると自分も嬉しいし、
笑顔になれると思った。
・�１人だと難しいことも、みんなで力を合
わせたら協力して頑張れると感じた。

福祉教育に
取り組んだ
児童の声

学校と地域が一緒に取り組む福祉教育

地域がもっと
好きになる！

※この事業は地域の皆様の会費・寄付金によって支えられています。
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学校と地域が一緒に取り組む福祉教育

　地域の方から吉川小学校３年生
へ、「吉川の良さを知らない大学生
がいることが寂しい」との声が寄
せられ、「吉川の素敵なところを多
くの人に知ってほしい」と考えた
３年生は、地域の方々に吉川の魅
力について取材し、学んだことを
大学生に発表しました。
　活動を通して、３年生は地域に
住む高齢者の方々が吉川を守って
くださっていることに気づき、自
分たちが地域でできることを考え
るために、高齢者の理解を深める
学習を行いました。吉川をもっと
素敵なまちにするために、これか
らも地域に関わり続けたいです。

地域に住む高齢者について、
民生児童委員さんに
インタビューを行いました

吉川小学校「もっと知ろう！広めよう！
 ふやそう！吉川の魅力」

・�地域の人から吉川の良いとこ
ろをたくさん教えてもらい、
自分たちも吉川をもっと元気
にしたいと思うようになった。
・�自分たちにもできることを、
みんなと話し合って考えるこ
とが楽しかった。

「吉川の魅力ガイドブック」
を作成し、大学生に発表し
ました

高齢者疑似体験を行い、高齢者の方が
安心できるサポートについて考えました

福祉教育に取り組んだ
児童の声

本　所
◎11月分
◦一般寄付
・まごころ基金（募金箱）
◦物品寄付
・高美が丘６丁目自主防災会
◎12月分
◦香典返し
・中田　浜子
・故　岡野敏夫ご家族
・木村　範彰
・木村　恵美子
◦一般寄付
・�（一社）茶道裏千家淡交会
　��東広島支部�代表　島　靖英
・まごころ基金（募金箱）
◦物品寄付
・田山　勇
・岡田　英喜
・中田　正勝

◎１月分
◦一般寄付
・�サムエル西条こどもの園
　クリスマス献金
◦物品寄付
・株式会社アグライズ

黒瀬支所
◎11月分
◦香典返し
・𦚰原　敏
◎12月分
◦一般寄付
・小野　仁雄
◦物品寄付
・株式会社三輪ステージ黒瀬店
◎１月分
◦香典返し
・采原　敏弘
・池原　寿明

福富支所
◎11月分
◦香典返し
・門山　幸人
・角　亀久子
◎１月分
◦香典返し
・栗本　幸夫

豊栄支所
◎11月分
◦香典返し
・川本　泉
◦見舞返し
・坪郷電機　坪郷　住義
◎12月分
◦香典返し
・有原　リツコ
・井林　孝文
◎１月分
◦香典返し
・西坪　誠子
・松本　昭三

河内支所
◎11月分
◦香典返し
・近貞　直樹
・角本　賢司
・高橋　典弘
・故　清水美代子ご家族
・故　駒原篤美ご家族
・福貞　知昭
・勝冶　修三
◎12月分
◦香典返し
・河口　博美
・小林　信朗

・山田　晃治
・舛田　栄子
◎１月分
◦香典返し
・和田　康代
・故　櫻井義久ご家族
・故　住友輝夫ご家族

安芸津支所
◎11月分
◦香典返し
・新開　英子
・山中　孝将
・坪井　真美
・植向　省三
・岡信　秀樹
◦一般寄付
・�あきつマーケット実行委員会　
代表　本田　縁
◎12月分
◦香典返し
・林　和宣
◎１月分
◦香典返し
・花上　卓也
・本庄　京子
◦物品寄付
・東部７地区マツダOB会

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、順不同）※11月～１月分寄付

♥MAGOKORO

ありがとう
ございました。

学校・地域での様々な福祉教育の取り組みを
東広島市社協のブログに掲載しています。
QRコードからぜひご覧ください！

※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。7



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
◦自立支援センターつばさ　〒739-2403東広島市安芸津町風早10586-3
　TEL・FAX(0846)45-3848

自動販売機でSDGsの取り組みを推進
新たに設置にご協力いただいた企業・団体様をご紹介

第８号機：
株式会社日興ホーム（西条町寺家）

第９号機：
日本コルマー株式会社（高屋台）

　引続き、本会ではSDGs目標達成に向け、また
企業・団体の地域貢献活動の一環として、自動
販売機設置にご協力いただけるパートナーを募
集しております。
　総務課（082）423-2800までお気軽にお問合せ
ください。
地域貢献型自動販売機とは…
　災害の発生により、ライフラインが止まっ
てしまった際、ライフラインの復旧や支援物
資が届くまでの間、災害対策支援自販機の飲
料を一時的に提供することができます！
　誰でも気軽に地域貢献に取り組め、災害の
際には活躍してくれます。

NEW!

NEW!

お知らせ
コーナー

『やすらぎ会』に参加してみませんか
　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。
日３月17日㈮
内 10時～ 13時（介護の不安や悩みの語り合い）
問本所（在宅福祉課）
　※電話、訪問での対応にも応じています。

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

編集担当者のひとり言…。
　今号５ページに掲載されている、「ひろきふサポーター～なん
でも鯉～」と東広島市社協も一緒に活動しているご縁で、貴船原
少女苑の運動会にご招待いただき、社協職員２名が参加しました。
運動場を全力で走るのは学生以来のことで、日頃の運動不足を後
悔しましたが、在院生の皆さんが励まし合いながら、心を一つに
して種目に取り組む姿にとても感動しました。
　地域で様々な活動に挑戦されている「ひろきふサポーター」の
皆さんから目が離せません！（今村）

日本コルマー株式会社株式会社日興ホーム
（設置場所：西条町御薗宇）

〒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

　　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

☎（0846）29ー1535

あなたのための
便利なアプリ、

MINANOWA誕生！
無料ダウンロード
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