
視覚障害者の交通事故や、
駅のホームからの転落事故な
どによる死亡事故を無くし、ま
ちを安全に歩行できる環境づ
くりに取り組んでいるのが、平
成28年７月に結成した「白い杖
SOSシグナルをひろめる会 広
島」です。
昭和52年に福岡県盲人協会が始めた、白い杖SOSシグナル
運動。視覚障害を持った人が、困った時に手にした白い杖を垂
直に頭上に上げる事で「お手伝いをお願いします」と意思表示し、
それを見た方にサポートしてもらいます。
「広島で始めたきっかけは、平成26年にテレビのニュースで視
覚障害者が交通事故で亡くなった事を知り、何とかしたいと思い
ました」と語るのは代表を務める森井豊さん。森井さん自身、15
年前から視覚障害（網膜色素変性症）を患い、白い杖を利用す
る立場となった中で感じた経験を活かし活動しています。

積極的な情報発信で、多くの人の理解を深めていく
会員はサポートする人を含めて現在11人。市内の公民館まつ

りや社会福祉協議会のイベントに出向き、点字体験を行ったり、

視覚障害者の実情を紹介。さらに、まちで白い杖を持った人と出
会った時に、どのように行動して欲しいかをまとめたチラシを配布
するなど、啓発活動を行っています。
「障害を持った人はどうしても家に閉じこもりがちになりますが、
外で健常者と交流を持つことで、気持ちが安らぐ事が多々ありま
す。また健常者にも、障害を持った人の実情に触れてもらうこと
で、自分は何ができるのかと具体的に考え、行動力が生まれるこ
とがあります。そのような情報発信、交流はお互いにとって意義
あることです」。
お互いが理解することで深まる交流。今後は、視覚障害者の
実情をより理解してもらえるパンフレットを作成し、公民館などを
通して配布する啓発活動を積極的に行っていくことも計画してい
るそうです。

▶代表　森井 豊さん
もり い ゆたか

特定非営利活動法人ひろしま相続・後見サポートセンター

ひと・まち広島未来づくりファンドＨ㎡（ふむふむ）は、市民・企業・
行政等が力を合わせて、市民のまちづくり活動を長期にわたり支え
育てていくために設けられた基金です。私たちの住む広島のまちを
よりよくしていくために、できるだけ多くの皆さまからの寄付をお願い
します。

振 込 先

口座名義

広島銀行広島市役所支店／別段預金  No.3000017

公益信託広島市まちづくり活動支援基金寄付金受入口
専用の振込用紙をご使用いただければ、手数料はかかりません
（ただし、広島銀行の窓口からの振込に限ります）。広島銀行の振
込用紙を使用、または他の金融機関からの振込の場合、手数料は
自己負担となります。
※この公益信託への寄付に対して税の減免はございません。
※頂戴したご寄付は、毎月末日締めにて集計し、翌月の5日（休日
　の場合は翌営業日）に基金へ寄付させていただきます。

寄 付 お 願 いの

Ｈ㎡Ｈ㎡Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

Ｈ㎡Ｈ㎡ふむふむ

（公財）広島市文化財団では、市民の皆さんの自主的
なまちづくり活動を支援し、市民、企業、行政の協働
によるまちづくりを推進するための仕組みづくりとして、
公益信託による基金「ひと・まち広島未来づくりファンド
Ｈ㎡（ふむふむ）」を設けています。
この基金は、豊かでいきいきとした市民社会づくりを
目指すため、市民の皆さんの自主的なまちづくり活動
に対する助成事業を行っており、助成先は、学識経験
者などで構成する運営委員会が公開審査し、決定し
ます。
これまでの助成団体や助成額等については、（公財）
広島市文化財団ひと・まちネットワーク部のホーム
ページでご覧いただけます。
また、基金では多くの皆様からの寄付をお願いして
います。

公益信託広島市
まちづくり活動支援基金

ひと・まち広島
未来づくりファンド

基金の愛称『Ｈ㎡(ふむふむ)』とは…【ひと（Hito） まち（Machi） 広島（Hiroshima） 
未来づくり（Miraizukuri）ファンド】の略で、頭文字（ＨＭＨＭ）をとって＂ふむふむ＂と
読みます。［ひと］と［まち］をつなぎ、［広島］の［未来］を創造するファンドで、みんなが
＂ふむふむ＂と納得しながら共感が広がっていくまちづくりをイメージしています。

Ｈ㎡ふむふむ

http://www.cf.city.hiroshima.jp/hitomachi/HP

▲東区総合福祉センターでのちゃいちゃいまつりの様子

▲まちづくり市民交流フェスタの様子

広島市安佐北区狩留家町の住民が、地域の福祉環境を充
実させると同時に、にぎわいのあるまちにすることを目的に平成
24年６月に結成したのが「特定非営利活動法人NPO狩留家」
です。
これまでも、地区のシンボルとなる昔ながらの水車小屋を建設

したり、歴史ある街道を整備する等の活動を行ってきており、現
在積極的に取り組んでいるのが、地域ブランド商品「狩留家な
す」の栽培と普及です。

地域ブランド商品を活かし、地域の魅力向上へ
「翡翠色をした狩留家なすは、中身は淡い乳白色で柔らかな
食感が特長です。30年以上前から、７月から10月の期間だけ、
地域の３軒の農家で栽培され、その農家だけで消費されていま
したが、平成25年に３軒の農家の一人から『このなすは特別お
いしいと思うけど、どうにかならないか』と相談を持ち掛けられま

した」と理事長の黒川章男さん。「そ
の相談を受け、このなすを狩留家な
すとし、地域ブランド商品として発信
することを考えました。狩留家なすを
地域ブランド商品としイベント等を催
すことで、中山間地域である狩留家

に来てくれる人も増えるので
はないかと思ったのです」。
平成27年に、農水省の特

別栽培農産物に認定される
と、首都圏や関西のデパート
にも出荷を始めました。平成
28年からは、料理人を招い
てイベント「狩留家なす収穫祭」を開催し、狩留家なすを使って、
地域住民と料理人が一緒にメニューを試作。平成29年には「広
島フードフェスティバル」に出店するなど、狩留家なすの知名度
向上に地域一体となって活動しています。
地区全体での栽培を始めて５年で、生産農家は15軒に、生

産量も4,000個から５万個に増加したそうです。「生産農家、生
産量は増えました。その中で、どうすれば安定供給できるのか、
といった課題も浮き彫りになってきていますが、狩留家なすを生
産するだけでなく、狩留家なすを使った料理作りなど、次のス
テップにも積極的に取り組んでいます。住民に自分たちの周りに
眠っている価値に気づいてもらい、どう活かすのか考える。そう
いった仕組みができれば、地域はもっと盛り上がり活性化します。
これからも地域一丸となって狩留家の知名度、魅力向上に挑戦
していきたいですね」と黒川さんは、今後の夢を語ってくれました。

▶理事長　黒川 章男さん
くろかわ のり お

▲ 狩留家なす

▲ 広島フードフェスティバルの様子

高齢化や核家族化が進む中で、相続や後見制度でサポート
を必要とする人々に対して、将来の不安を安心に変えたいと、無
料電話相談や無料相談会、講演会などを行っているのが、平成
27年９月に設立された「特定非営利活動法人ひろしま相続・後
見サポートセンター」です。

抱える不安が解消し、見せてくれる笑顔がやりがい
「行政書士や司法書士といった職業の人が身近にいない人は、
いざ相続等の問題が起きた時に、誰にどうやって相談したら良

いのか、その手段が分からず、
悩まれている方が多いのが実情
です。そのような問題を解消する
ために活動を始めました」と語る
のは、事務局長を務める中間谷
誠さん。
安佐南区で行政書士として活

動している中間谷さんが中心とな
り、交流のある弁護士、税理士、
司法書士、土地家屋調査士など
に声を掛けて、趣旨に賛同したメ
ンバーで会を結成、現在25人で

活動しています。
主な活動は、無料

電話相談や無料相談
会、そして専門家によ
る講演会です。安佐
南区、安佐北区の公
民館、廿日市市及び
安芸高田市の公共施設、商業施設等と共催して行っている他、
社会福祉協議会とも連携して相談会を定期的に開いています。
また近隣の市町にも出向いて、必要とされている方の相談にも
応じています。「地域によっても相談内容は異なりますが、概ね
高齢の女性からの相談が多いです。両親の問題や、ご自身の
事など、将来に不安を感じておられます。最初は不安な表情で
すが、相談後はその不安が解消された事で、にっこりと笑顔で
帰られます」。そんな表情に皆さんやりがいを感じているそうです。
今後について、「主な活動地域である安佐南区、安佐北区は

もちろんですが、ほかの地域でも私たちのサポートを必要とされ
ている方がまだまだ数多くいると思います。また行政との連携や、
行政では難しいサポートも必要になるはずなので、私たちの活動
を積極的に情報発信していきたいです」と中間谷さんは語ってく
れました。

▶事務局長　中間谷 誠さん
なか ま や まこと

▲ 無料講演会の様子

▲無料電話相談の案内

https://hiroshima-souzokukouken.jimdo.com/

http://www.ccv.ne.jp/home/shiroitsue/index.html http://www.urban.ne.jp/home/ishitetu/

白い杖 SOSシグナルをひろめる会 広島白い杖 SOSシグナルをひろめる会 広島 特定非営利活動法人NPO狩留家特定非営利活動法人NPO狩留家
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三滝少年自然の家からのお知らせ

①第１回みたきネイチャー入門
専門的な講師を招いて自然環境を活
用した研修を行い、自然体験活動につ
いての知識・理解を深めるとともに、野
外活動プログラムを体験しながら意欲関
心を高めます。
日　時  ４月21日（土）
内　容  自然散策など
定　員  15人（定員に達した時点で締切）
対　象  15 歳以上（中学生を除く）
※保険料・資料代などの参加費が必要
となります。
申込方法  受付開始日午前９時から右
記申込先まで電話でお申し込みくださ
い。住所、名前、性別、年齢、郵便番号、
電話番号、未成年の場合は保護者名を
お知らせください。
申込受付期間  ４月１日（日）～４月15日
（日）【先着順】
②第１回三滝自然ファミリーランド
野鳥、昆虫、植物、星座など三滝の
魅力ある自然を活動に活かし、野外での
遊びや観察などを通して、自然に親しみ
ます。また、体験活動を通して個々の家
族の絆を深め、他家族と交流することが
できます。
日　時  ５月19日（土）～20日（日）
内　容  野外炊飯、キャンプファイアなど
定　員  16 家族
対　象  小学生以上の子どもとその保
護者
※保険料・食費・薪代・資料代などの参
加費が必要となります。
申込方法  事業名、郵便番号、住所、

電話番号、家族全員の名前とふりがな、
性別、児童生徒は学年を記入し、82 円
切手を貼った返信用封筒（長形３号で宛
名を記入）を同封して右記申込先まで郵
送してください。
申込受付期間  ４月１日（日）～４月17日
（火）【必着】

※①②共通項目
開催場所  広島市三滝少年自然の家・
広島市グリーンスポーツセンター
申込・問合せ  広島市三滝少年自然の
家・広島市グリーンスポーツセンター
〒733-0802 広島市西区三滝本町一丁目
73 番地の 20
☎ 082-238-6301　5082-238-6302

安佐勤労青少年ホームからのお知
らせ

①秘書検定２級集中講座
秘書検定２級の取得を目指して学習し
ます。
日　時  ４月20日（金）～６月８日（金）
（全７回）午後７時～９時
内　容  秘書検定２級に向けた学習、
模擬試験
定　員  20人（先着順）
申込締切  ４月11日（水）まで
※参加費としてテキスト代が必要となり
ます。詳細はお問い合わせください。
②社会人のための使える英文読解入門
新聞記事などを使って、ビジネスシー
ンで役立つ英文読解の基礎を学びます。
日　時  ５月16日（水）～６月13日（水）
（全５回）午後７時～９時
定　員  15人（先着順）
申込締切  ４月20日（金）まで
※参加費としてテキスト代が必要となり
ます。詳細はお問い合わせください。

※①②共通項目
対　象  ⑴広島市内に在住もしくは通
勤の15歳から35歳までの働いている方
（求職中可）、⑵近隣市町に在住で広島
市外に通勤している15歳から35歳まで
の働いている方（求職中可）、⑶広島市
内に在住もしくは通学か、近隣市町在住
の18 歳以上の学生
申込方法  住所、年齢、勤め先（通学先）
が確認できるものを持って右記申込先ま

で来館、会員登録をしてお申込みください。
申込・問合せ  安佐勤労青少年ホーム
（広島市安佐南区大町東三丁目25番12号）
☎ 082-879-1512

ひと・まち広島未来づくりファンド
Ｈ㎡（ふむふむ）
第１５回助成事業「成果発表会」＆
第１６回助成事業「公開審査会」

市民のみなさんの自主的なまちづくり
活動を助成する基金Ｈ㎡（ふむふむ）。
広島の未来をつくる魅力あふれる活動の
成果発表やこれから新たに取り組もうと
している提案事業の審査を行います。
日　時  ５月12日（土）成果発表会：
午前 10 時～正午、公開審査会：午後１
時～５時半
場　所  まちづくり市民交流プラザ北棟
４階ギャラリー
問合せ  （公財）広島市文化財団ひと・
まちネットワーク部管理課事業係
☎ 082-541-5335

（公財）広島市文化財団
平成３０年度下期文化活動助成事業

市民の皆さんの自主的な文化活動の
促進を図るため、団体または個人の文化
活動の成果を発表する事業に要する経
費の一部を助成します。
対象団体  ①文化活動の場が主として
広島市内にあること②個人、または団体
の構成員及び、出演者・出品者の５割
以上が広島市内に居住または通勤・通
学していること③団体の所在地、また
は連絡先が広島市内にあること④目的、
組織、代表者等団体の運営に必要な事
項についての定めがあること⑤国、地方

シティカレッジ

大学などが持つ優れた研究・教育機
能を市民生活に活かすことを目的に、学
習機会を提供します。
会　場  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）
申込方法  ⑴電話またはファクスにより
①希望講座名または大学名②氏名（ふり
がな）③住所④連絡先（電話番号、ファ
クス番号）をご連絡ください。先着順に
より定員になり次第締め切ります。※全
回参加が前提です。※郵送（はがき等）
による受付は行っていません。⑵受付時
間：月～金（祝日を除く）午前８時半か
ら午後５時 15 分まで（来所の場合は午
前 9 時半から）。土曜日・日曜日・祝日
は閉所しています。⑶申込開始日までは
お受けできませんので、下記の表をご確
認ください。
申込・問合せ  （公財）広島市文化財団
ひと・まちネットワーク部管理課事業係
〒730-0036 中区袋町６番 36号
☎ 082-541-5335　5082-541-5611

大学などの高等教育機関と連携して、
市民の皆さまに高度で専門的な学習機
会を提供する公開講座です。

県立広島大学との連携講座
「中世の瀬戸内海」

瀬戸内海は古来より九州と畿内とを結
ぶ日本列島の大動脈であり、多くの人や
物、文物が行き交いました。この講座
では、中世の瀬戸内海の歴史を、古代・
中世の「海賊」の実像、草戸千軒町遺跡、
陶磁器の流通、厳島神社の神事・祭礼、
戦国大名毛利氏などの視点から読み解
いていきます。
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
５階研修室ＡＢ
定　員  100人（定員を超える場合は抽選）
受講料  3,000 円
対　象  広島市内に在住か通勤・通学
の方
申込方法  平成 30 年５月１日（火）か
ら申込受付開始。申込開始日以前は受
付できません。はがき（１人１枚）に①
講座名②住所③氏名（ふりがな）④電
話番号を記載のうえ、下記宛先へお送り
ください。
［宛先］（公財）広島市文化財団ひと・まち
ネットワーク部管理課
「リカレント講座（県立広島大学）」係
〒730-0036 中区袋町６番 36号
申込締切  ５月31日（木）【必着】
問合せ  （公財）広島市文化財団ひと・
まちネットワーク部管理課事業係
☎ 082-541-5335

第２回安倍圭子国際ジュニアマリ
ンバ音楽祭 in 広島

「将来ある世界の子どもたちがマリン
バ演奏を通して平和交流を」との安倍
圭子先生の熱い想いで 2015 年４月広島
でスタートした音楽祭。この度２回目を
迎え、アメリカ・オランダ・日本のジュニ
アたちが演奏します。
日　時  ４月 15 日（日）午後２時開演
（午後１時半開場）
場　所  広島県民文化センター ホール
（広島市中区大手町一丁目５番３号）
入場料  前売 2,500 円／当日2,900 円
（全席自由）
問合せ  ☎ 080-1903-6067（井上）

生涯学習

リカレント講座

イベント
助 成広

島
女
学
院
大
学

講 座 名 日本の文学 ―こころとことば―

日 時
5/10、5/17、5/24、5/31
木曜（全 4 回）18:00 ～19:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人 50人

受 講 料 無料

申込開始日 4月2日

安
田
女
子
大
学

講 座 名 臨床心理学からみる人間関係
―その３―

日 時
5/19、5/26
土曜（全４回）13:00～14:30、14:45～16:15

対象・定員 高校生・大学生・社会人60人

受 講 料 無料

申込開始日 4月2日

広
島
文
化
学
園
大
学

講 座 名 スポーツと社会福祉による健康支援

日 時
8/17、8/24、8/31、9/7
金曜（全 4 回）18:00 ～19:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人 50人

受 講 料 無料

申込開始日 7月2日

広
島
国
際
学
院
大
学

講 座 名 バイオ技術の今日 ～微生物ででき
ること～

日 時
8/24、8/31、9/7
金曜日（全 3 回）17:00 ～18:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人 50人

受 講 料 無料

申込開始日 7月2日

［シティカレッジ］

１
回

日　時 7月3日（火）18：00 ～ 20：00

テーマ 古代の「海賊」の実像

講　師 下向井 龍彦（広島大学）

２
回

日　時 7月10日（火）18：00 ～ 20：00

テーマ 中世の「海賊」の実像

講　師 秋山 伸隆（県立広島大学）

３
回

日　時 7月17日（火）18：00 ～ 20：00

テーマ 発掘調査によってよみがえる中世瀬戸
内の港町

講　師 鈴木 康之（県立広島大学）

４
回

日　時 7月24日（火）18：00 ～ 20：00

テーマ 中世瀬戸内海を運ばれた陶磁器

講　師 鈴木 康之（県立広島大学）

５
回

日　時 7月31日（火）18：00～20：00

テーマ 中世厳島神社の神事・祭礼

講　師 大知 徳子（県立広島大学）

６
回

日　時 8月7日（火）18：00 ～ 20：00

テーマ 戦国大名毛利氏と瀬戸内海

講　師 秋山 伸隆（県立広島大学）

［リカレント講座］

▲成果発表会の様子



受付期間

「プラザ主催事業のご案内」に
関する申込・お問合せは・・・

〒730-0036
広島市中区袋町6番36号
（合人社ウェンディひと・まちプラザ）
☎082-545-3911
5082-545-3838

広島市まちづくり市民交流プラザ

1413

パソコンサロン

基本的なパソコン操作に自信のない方
を対象にパソコンを無料開放します。会

場には ICTボランティアがいますので、
わからないことがあれば気軽におたずね
ください。
日　時  原則、偶数月の日曜日
午後１時半～４時半
参加費  無料
申　込  不要
※パソコンの開放台数は 20 台
※パソコンの持込みはご遠慮ください。
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
６階マルチメディア実習室

平成 30 年度共催団体募集！
【市民活動団体等成果発表事業】

皆さんの日頃の活動成果を、まちづく
り市民交流プラザとの共催事業としてＰ
Ｒしてみませんか？
展示、上映、講演会など、表現方法
は工夫次第です。団体の活動のＰＲや会
員の募集などにお役立てください。
実施時期  平成30年度中に終了すること
実施場所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）研
修室、ギャラリー、マルチメディアスタジ
オなど
団体条件  原則として、広島市内を主な
活動場所とし、まちづくりや生涯学習、
ボランティアなどの活動に関わる市民団体、
ＮＰＯ団体等（個人での活動、営利団体、
特定の政治や宗教にかかわる団体は除く）
実施条件  次の条件のすべてを満たす
事業であること
①生涯学習及びまちづくり等の振興に寄
与し、プラザの施設及び付属設備を活用
して団体等が主体的に企画・実施する事
業②先進性、モデル性がある事業③公
益性がある事業④複数の団体や企業、行
政機関等と連携して実施する事業⑤予算
を含む事業計画に無理がない事業
申込方法  所定の申請書に必要事項を
記入のうえ、団体の概要がわかる資料、
事業計画書・事業予算書等（様式自由）
を添えて、プラザまで来館によりお申し
込みください。
※１団体につき１事業。
※審査の結果、共催事業として開催でき
ない場合もあります。

平成 30 年度「まちづくり市民交
流フェスタ」開催日決定！

市民活動や生涯学習活動などに取り
組んでいる団体・グループやまちづくりボ
ランティア人材バンクの登録者の活動紹
介・成果発表の場として「まちづくり市
民交流フェスタ」を平成 30 年 10月13日
（土）・14日（日）に開催します。
これに先立ち、フェスタに参加する団
体・グループを６月より募集します。フェ
スタに参加して、自分たちの活動のPR
し、他の団体・グループとのネットワーク
をひろげてみませんか。
※参加団体募集開始時期は現時点での
予定であり、変更する可能性があります
のでご了承ください。
※詳細については、決定次第当プラザ
ホームページにて公開します。

メールマガジンのお知らせ

プラザでは、「ひろしま情報ａ-ネット」
によるメールマガジンで最新の情報を発
信しています。「ひろしま情報ａ-ネット」
は、市民活動・生涯学習を支援する総
合ポータルサイトです。
メールマガジンによる情報提供をご希
望の方は下記ＵＲＬよりご登録ください。
URL http://www.a-net.shimin.city.
hiroshima.jp/

公共団体および企業等が資本金、基本
金その他これらに準ずるものを出資した
法人でないこと⑥非営利団体であること
（講師が受講者を募り受講料・会費を徴
収する教室等は助成対象外）
対象となる事業  音楽、美術、演劇、民
俗芸能などの文化活動を行っている団体
または個人が行う日ごろの活動の成果を
発表する事業（出版物の発行は除く）で
次に掲げる要件に該当するもの①事業
が広島市内で開催され、広く市民に公開
されること②非営利の事業であること③
政治または宗教活動と関わりのない事業
であること
対象事業の実施期間  平成 30 年 10月１
日（月）～平成 31年３月31日（日）
助成金額  助成の対象となる経費の２分
の１以内で１件の助成額が 20万円以内
応募方法  所定の申請書に必要事項を
ご記入のうえ、下記お問い合わせ先に
提出してください。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
受付期間  ６月１日（金）～30日（土）
※受付時間 月～金（祝日を除く）の午前９
時～午後５時／郵送の場合は当日消印有効
申込・問合せ  公益財団法人広島市文化
財団事業課
〒730-0812 広島市中区加古町４番17号
☎ 082-244-0750　5082-245-0246
URL http://www.cf.city.hiroshima.
jp/bunka/

市民文芸作品集「文芸ひろしま」
第30号刊行

（公財）広島市文化財団では、広島市
内に在住、通勤、通学のみなさんから
公募した「第 30 回市民文芸作品募集」
の入賞・入選作品集、「文芸ひろしま」
第 30 号を刊行しました。
この本では、詩、短歌、俳句、川柳、

小説、エッセイ、児童文学等の部門で
7,081 点の応募があった中から、選び抜
かれた459点を掲載しています。
収録された作品は、風景を綴る情緒

豊かなものや、生と死へ向く生 し々い感

情を巧に表現したもの、そして現代社会
が抱える様々な問題を問うものなどテー
マは様々。小・中学生の瑞 し々い感性が
光る作品にも出合えます。初々しくも味
わい深くもある、読み応えある１冊です。
ぜひ一度、お手に取ってご覧ください。
内　容  「第 30 回市民文芸作品募集」
の入賞・入選作品及び審査講評、顕著
に活動する広島の文芸団体を部門ごとに
まとめた一覧表
閲覧・入手方法  広島市内の図書館や公
民館でご覧いただけるほか、下記の書
店等で販売しています。［A5 判 452 頁
1,000 円（税込）］
【販売場所】紀伊國屋書店／フタバ図書／
廣文館／啓文社／ JMSアステールプラ
ザ１階情報交流ラウンジ／（公財）広島
市文化財団事務局（郵送販売）
問合せ  公益財団法人広島市文化財団 
事業課 文芸ひろしま係（秋本、久保田）
〒 730-0812 広島市中区加古町４-17 
JMSアステールプラザ内
☎ 082-244-0750　5082-245-0246
MAIL  bunka@cf.city.hiroshima.jp
URL http://www.cf.city.hiroshima.
jp/bunka/

楽し人（タノシビト）のためのあそ
びCafe

毎月第３土曜日に気軽にお茶を飲みな
がら、相談員のみなさんに余暇を充実さ
せるお話を聞いたり、余暇についての個
別相談や「余暇診断シート」を使ったア
ドバイスを受けられます。

日　時  ４月21日（土）、５月19日（土）、
６月16日（土）、７月21日（土）
いずれも午後２時～３時半
※受付開始は午後１時半～
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）南棟
１階ロビー
相談員  広島県余暇プランナー協会会員

平成 30 年度各種パソコン講座

エクセル、ワードなど（全 12 講座）
申込方法  往復はがき、ファクスまたは
メール（m-plaza@cf.city.hiroshima.jp）で
講座名・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号（ファクスでお申込みの方はファクス
番号）を記入のうえ申込期間内に合人社
ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市
民交流プラザ）へお申込みください。①
③⑤～⑦⑩⑫の講座は、託児がありま
す。託児（１歳半以上の未就学児）を希
望の場合は子どもの年齢を記入ください。
定　員  ①③～⑦⑨～⑫各 38人、②
⑧各15人（申込多数の場合は抽選）
場　所  合人社ウェンディひと・まちプ
ラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟
６階マルチメディア実習室

お知らせ

講 座 名 ⑤暮らしに活かすエクセル講座

日 時 9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15
木曜（全6回）10:00～12:00

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月26日（必着）

講 座 名 ⑥暮らしに活かすワードの講座

日 時 9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15
木曜（全6回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月26日（必着）

講 座 名 ⑦デジカメ写真の活用講座

日 時 9/7、9/21、10/5、10/19、11/2、11/16
金曜（全6回）10:00～12:00

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月26日（必着）

講 座 名 ⑧Jimdoでホームページ作成講座（第２回）

日 時 9/7、9/14、9/21、9/28
金曜（全4回）19:00～21:00

対 象 送受信可能なメールアドレスを持ち、パソコンの基本
操作ができる方 ※第１回講座を受講していない方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月26日（必着）

講 座 名 ⑨Excelマクロ（VBA）の基礎講座

日 時 10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30
金曜（全6回）19:00～21:00

対 象 Excelの簡単な関数や計算式を使った表計算
などの基本操作ができる方

受 講 料 6,500円（テキスト代込み）

受付期間 8月15日～10月9日（必着）

講 座 名 ⑩LINEのmyスタンプをつくろう

日 時 平成31年1/13、1/20、1/27
日曜（全3回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 3,500円（テキスト代込み）

受付期間 11月15日～平成31年1月4日（必着）

講 座 名 ⑪Accessデータベース入門講座

日 時 平成31年1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、
3/8、3/15  金曜（全8回）19:00～21:00

対 象 Excelによる関数や表計算等の基本操作を理
解し、実務作業ができる方

受 講 料 8,500円（テキスト代込み）

受付期間 12月1日～平成31年1月15日（必着）

講 座 名 ⑫パワーポイントを始めてみよう

日 時 平成31年3/3、3/10、3/17、3/24
日曜（全4回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 平成31年1月15日～2月22日（必着）

講 座 名 ①使えるグーグルアプリ

日 時 5/13、5/20、5/27
日曜（全3回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 3,500円（テキスト代込み）
受付期間 3月15日～5月2日（必着）

講 座 名 ②Jimdoでホームページ作成講座（第1回）

日 時 5/25、6/1、6/8、6/15
金曜（全4回）19:00～21:00

対 象 送受信可能なメールアドレスを持ち、パソコンの
基本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）
受付期間 4月1日～5月15日（必着）

講 座 名 ③エクセルを実生活に活かそう！

日 時 7/1、7/8、7/15、7/22
日曜（全4回）13:30～15:30

対 象 Excelの基本的な知識があり操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）
受付期間 5月1日～6月20日（必着）

講 座 名 ④Excel応用「関数」講座

日 時 7/20、7/27、8/3、8/10
金曜（全4回）19:00～21:00

対 象 Excelの簡単な関数や計算式を使った表作成
ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）
受付期間 5月15日～7月10日（必着）

［パソコン講座］
▲まちづくり市民交流フェスタの様子



プラザ通信
まちづくり・生涯学習情報誌

自分らしく、

粋なくらし

「らしっく『情報の森』」に載せてほしい！という、イベントなどの記事を募集しています。
次号は、「７月下旬発行予定」です。８月以降の情報をお待ちしています。
下記、発行者までお送りください。[５月末日必着]

〒730-0036  広島市中区袋町6-36
TEL：082（545）3911（代表）
TEL：082（545）3913（施設予約受付専用）
FAX：082（545）3838

●開館時間
午前9時30分～午後10時
●休館日
毎月第3月曜日、12月29日～ 1月3日
●交通アクセス
市内電車：「袋町」電停から徒歩約3分
バス：「袋町」バス停（広島電鉄・広島バス）
から徒歩約3分
アストラムライン：「本通駅」から徒歩約6分

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用
　ください。ただし、車いす使用者等にご利用いただく
　駐車場は3台分用意しています。

※自転車・バイクの方は、地下の公共駐輪場（有料）を
　ご利用ください。

●ホームページ
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/

●ひろしま情報a-ネット
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/

●E-mail
m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）

平成30年３月28日発行　発行者／公益財団法人広島市文化財団　まちづくり市民交流プラザ　〒730-0036　広島市中区袋町6-36 ※再生紙・植物油インクを使用しています。

企業等社会貢献活動研究会 活動報告
ひろしま男子駅伝応援・清掃ボランティア
広島の冬の風物詩「ひろしま男子駅伝」。全国から集まる選手を応
援しようと毎年たくさんの人出ですが、プラザに事務局を置く「企業等
社会貢献活動研究会」（以下「社貢研」）でも、この男子駅伝を応援し
盛り上げるとともに沿道の環境美化を行う「ひろしま男子駅伝応援・
清掃ボランティア活動」を実施しています。
社貢研は、市民、企業、行政による協働のまちづくりを進めるため、
広島市内に本社または支社・支店を置き、社会貢献活動に取り組む企
業・団体18社１団体からなる研究会です。情報交換や活動促進事例
の紹介等を行う例会のほか、社貢研独自の事業を行っており、このボ
ランティア活動もその一つです。
男子駅伝当日は、コースになっている平和大通り沿い２か所（NHK

前、広島東急REIホテル
前）にごみステーションを
設置し、清掃用具の貸し
出しとゴミの回収を行い
ました。ここに、駅伝ス
タート前の正午頃からた
くさんの社貢研参加企
業・団体の関係者やご家

族の皆さんが集まら
れます。ごみ袋など
を受け取り、平和公
園でスタートを見送っ
た後には、ごみを拾
いながら戻って来ら
れる皆さんで大変に
ぎわいました。
その後も次々と活

動にご参加いただき、最終区のランナーがごみステーションの前を走
る瞬間はごみステーション担当も沿道で一緒に応援！全てのランナー
を見送った後もごみの回収を続け、午後３時半に清掃活動を終了しま
した。
この活動で収集したごみは可燃、不燃、ペットボトル、カン・ビンな

ど計26袋、参加された方は各社・団体あわせて534人にもなり、最後
には拾うゴミが見当たらないという方もいらっしゃるほど多くのご参加
をいただきました。

愛のカレンダー収集・配布大作戦
職場やご自宅で余っているカレンダーを社貢研の各企業・団体で集

めていただき、国際交流・留学生支援施設や広島市社会福祉協議会
を通じて、広島で暮らす留学生や地域の高齢者等にお配りしている事
業です。年末から年始にかけて集まったカレンダーは7,504部、手帳は
1,516冊にもなりました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございま
した。
このほか社貢研では、一般の市民の方にもご参加いただける「協働

セミナー」を開催しています。今後も市民の皆さんに研究会の活動を
還元していけるよう取り組んで参ります。この「らしっく」誌上でも随
時ご紹介しますのでお楽しみに！

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

▲社貢研例会の様子

▲ごみステーションの様子

本通交番

にぎわい創出で「わがまち」を活性化
CLOSE UP

▶らしっくレポート ひろ記者が行く・光り輝く高齢者が、古墳出土の山麓の「かくれ家」で遊ぶ！！
▶らしっくコラム・with-withな地域 ▶ようこそ！勤労青少年ホームへ～広島市勤労青少年ホーム～
▶人材バンク 名人 宝人 達人 ▶H㎡助成支援団体のご紹介 ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

広島の陸の玄関にふさわしい活気あるまちへ
地域一丸となり、継続して取り組む

エキキタまちづくり会議

大正ロマン漂う橋の復元が、
にぎわいあるまちづくりのきっかけとなる

猿猴橋復元の会

かつての学生のまちが毎月祭りを開催し、
新たな地域のにぎわいを生む

千田わっしょい祭実行委員会

Vol.50

2018.3
初桜号

はつざくら／その年の春、
初めて咲く桜のこと。一輪
二輪、枝に咲いている姿は
初 し々く可憐である。心待ち
にしていた開花を喜ぶ気持
ちが「初」という文字に表れ
ている。

広島市
青少年
センター




