
 
 

広島市立広島特別支援学校地域活動推進事業情報ペーパー 平成２８年（２０１６年）７月 発行 

 

ひろしま ゆいマップ  パートⅩ  

あなたも活動を始めませんか？！ 
～ 笑顔で繋がれ！はじめの一歩！！ ～ 

 

☆広島市立広島特別支援学校地域活動推進事業☆とは 

 広島市立広島特別支援学校児童生徒の地域における交流の促進や、社会生活に必要な事項を学ぶ機会

を提供するとともに、完全学校週五日制の実施に伴い、活動の場作りを推進し、児童生徒がより充実し

た生活を送ることができるために、広島市より助成を受けて行っている事業です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

  特集                      特  集 

 
◎～地域活動推進事業に参加して～ 

♪ぺったんず  ♪あいうえおにぎり  ♪動作法の会  ♪出島ヒップホップ  ♪DEJIMA 
 

 活動グループ紹介  
こぐまかい   サッカー教室   ぞうくんのさんぽ   ちゅうりっぷの会   カムカムクラブ    
にこにこくらぶ  もこもこくらぶ   わんぴよサークル   明星キッズの会    
ゆうあい広島サッカーチーム   きらり☆   くれよんズ   おおくまかい   フラワー    
とげがささる   あうあう   広島市知的障害者バスケットボールチーム   ぺったんず    
あいうえおにぎり   動作法の会   出島ヒップホップ   牛田ウルトラマンキッズ   DEJIMA  

（２３団体 掲載順） 

                          ：ボランティア募集グループ         
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「みんなで一緒に楽しく♪」 

                              ぺったんず代表 田﨑 紀江 

 

昨年度から活動を始めた｢ぺったんず｣です。 

｢ぺったんず｣は西部こども療育センターの通園施設なぎさ園を卒園した子どもたちとその家族で

活動しています。なぎさ園を卒園した子どもたちは学校がバラバラになることが多いです。｢ぺったん

ず｣の子どもたちも学校がバラバラになり、なかなか会うことが出来なくなりました。そこで子どもた

ちが会うことの出来る場を作ろうということで、このサークルを立ち上げました。 

 

一年目の昨年は、活動内容や準備など試行錯誤することばかりで、いろいろ大変な１年だったように

思います。でも当日子どもたちが楽しそうにしている姿を見ると、そんなことは忘れてしまうほど楽し

く嬉しい気持ちになります。これからも月に一度仲良しの友達との遊びの場を大切にしてあげたいと

思っています。 

 

今年は 2 年目。まだ試行錯誤することもあると思いますが、今年も子どもたちの喜ぶ顔を楽しみに

様々なことに取り組んでみたいと思ってます。今年度はクッキング、地域の人形劇団の鑑賞会、ボーリ

ング大会、夏祭り、クリスマス会などを行う予定です。季節を感じ、地域とつながる活動をこれからも続

けていきたいと思います。ボランティアさんも多いに活用して、社会との繋がりも大切にしていきたい

と思っています。 

 

始めるのに少し敷居が高いサークル活動ですが、始めてしまうとクッキング･製作･鑑賞会と、サーク

ルならではの様々な活動に挑戦することが出来ます。普段遊んでいるだけでは分からない、子どもた

ちの意外な一面を発見出来たり…楽しみは沢山あります。 

 

 

 

特集Ⅰ 
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「ずっと友達」 
 

あいうえおにぎり代表 松浦 洋子 

 

「あいうえおにぎり」として活動して一年が過ぎました！ 

同じ通園施設に通って出会ったお友達とその家族。 

卒園して進む学校は違っても共に成長を喜び、励ましあいながら兄弟、家族も一緒に

なって人生を進んでゆきたいね。と、まずは会って情報交換の場を持ちつつ、子供達

も安心して過ごせる活動をと「あいうえおにぎり」はスタートしました。 

 

初めての場所や活動は苦手な子供達、クッキングするより早く食べたい子供達、工作

なんて工程わかんないから興味ない子供たち、コンサートは座ってなんか聴けない子

供たち・・・ 

一年目の活動は全てが初めて。子供も親もどきどきいっぱいでした。 

でも子供達が新しい経験に恐る恐る一歩を踏み出して笑顔を見せてくれた時、 

それは、これからまた新しい出来事があった時には自信ある一歩になることを信じ

て・・・ 

子供たちの笑顔をいつまでも見ていたくて・・・ 

 

学童期が過ぎても、大人になっても、ずっと友達のあいうえおにぎりの仲間は一緒に

色々な経験を積み重ねて成長していきたいと思っています！ 

 

  

←バスハイクでみろくの里に行ったよ。 

絶叫系OKなお友達、まったり園を散歩のお友達と

好きなように過ごしたよ。  

 

↓アンサンブルコンサートも開いてもらいました。 

慣れた場所でリラックスして聴きました♪ 

特集Ⅱ 
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地域活動推進事業に参加して 

私たちの活動は今年で 43 年目になる長～い活動です。この度地域活動推進事業グルー

プに仲間入りさせていただき、火の車の運営が水を得て生き生きとした魚になりました。 
毎月の月例会と年に 1 度の 1 週間キャンプでそれぞれの持つ課題を SV（スーパーバイ

ザー、トレーナーの指導者）の指導のもとで改善しています。 
＜キャンプでの感想文の一部です。＞ 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        動作法の会                  

代表   礒本優子 

母の不安などどこ吹く風、心も

体もリラックス、大満足の息子

です。（初参加の保護者） 

来年僕は 40 台になるけれど、

これからもずっと訓練キャン

プに行くつもりです。 
  （トレーニー） 

動作法キャンプに行ったよ。 

朝の集いや夕べの集いに出ました。

色々な手伝いをしたり、いろいろな

人にお世話になりました。楽しかっ

たのでまた来年も行きたいです。 

  （兄弟） 
動作法という技法を体験し、改めて

自分の体を思うとおりに動かすこ

とが難しいこと、そしてそれを達成

していく援助の重要性というもの

はもちろんですが、ただ知識として

本を読むだけでは得られない、熱い

気持ちが今回私が皆様にいただい

た一番大きなものだと思っていま

す。 

（サブトレーナー） 

動作法は、トレーナーだけが一生懸

命行うものではなく、トレーナーと

のやり取りの中で二人で一緒に行

っていくのであるということを実

体験として改めて感じさせられま

した。 

特集Ⅲ
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全国学校体育研究大会広島大会でステージ発表 

「広島みなとフェスタ」でステージ発表 

出島ヒップホップの紹介 
                          グループリーダー  吉岡典子 
出島ヒップホップは、平成２７年４月地域活動推進事業の１グループとして発足しました。

平成２６年度の後半からグループを立ち上げたいと考えていましたが、準備に少し時間がかか

ってしまいました。指導者の依頼や世話人に当たるスタッフを決めて活動時間や場所、入会案

内の作成などに時間を要しました。グループの申請書作成にも苦労しました。土居事務長様の

適切なアドバイスが、大変助かりました。入会案内文や保健の加入の仕方など活動グループ「サ

ッカー教室」さんより教えていただきました。大助かり。やっと入会の案内を、会員の対象で

ある本校高等部生徒に配付できました。何人集まるのかな？少なかったらどうしよう。期待と

不安の船出でした。何とか第１回目の活動を開始することができました。入会体験の生徒も合

わせて１５名が初回に集まってくれました。「ほっと」しました。 
さて、株式会社ＨＤＣ広島ダンスカンパニーの尾上さんと出会ったことから「出島ヒップホ

ップ」構想が始まります。 
ヒップホップとは？ヒップホップはアメリカで生まれたカルチャー(文化)です。ヒップホッ

プというカルチャーにはダンスだけでなく、グラフィティ、ラップ、ＤＪ(ディージェイ)も含

まれるそうです。ヒップホップダンスは、ストリートダンスとも呼ばれ、自分の気持ちや個性

を主張するダンスだとお聞きしました。株式会社ＨＤＣでは、ダウン症、知的障害のある子ど

もたちに教室で教えておられるとのことでした。「子どもたちにダンスを通して新たな可能性を

見つけよう！」こうしたことがきっかけで立ち上げようと試みたのです。 
田中愛美先生と藤田詞久先生に指導していただいています。お二人の御指導が素晴らしいの

です。叱ったり怒ったりすることは全くありません。生徒が自然とやる気を起こし、気が付い

たらミュージックに合わせて体が動いている

んです。みんな先生のこと大好き。 
昨年度は、練習の成果を発表するステージ

が２回ありました。１回目は、１１月１３日

第５４回全国学校体育研究大会広島大会第１

２分科会、広島市立広島特別支援学校体育館

ステージにおいて、アトラクションとして招

待され発表しました。初めての発表会で緊張

していましたが、ミュージックが流れ始める

といつものとおり体が動いていました。何と

か１曲マスターし、力一杯発表できました。

大きな拍手に感動！ 
第２回目は、平成２８年３月１２日土曜日、

宇品港前の港公園で行われた「広島みなとフ

ェスタ」のステージに立ちました。この日の

ために１曲増やし、２曲発表しました。もち

ろん野外でのステージは初めてです。生徒の

チームワークがすごく良くて最高の舞台とな

りました。ダンスを通して仲間と出会い、心

身が健康になり、自信が持てるようになって

きた姿を見ることができました。 
夢は二つ。一つ目は、尾道特別支援学校の

ヒップホップダンスクラブとコラボしてみる

ことと二つ目は、フラワーフェスティバルの

ステージに立つこと。昨年度から引き続き会員になっている方が１０名、その内３月に高等部

を卒業した３名も続けています。新入会員は今のところ５名です。もっとたくさん入会してほ

しいです。 

特集Ⅳ 
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広島市立広島特別支援学校高等部 職業コース 在校生と卒業生の会 
 

「DEJIMA」は広島市立特別支援学校 高等部職業コースの生徒・保護者の縦横の繋がり、

余暇の充実を目的に 27 年度発足した出来たてホヤホヤ？のグループです。 

職業コースの生徒は放課後デイサービス等、福祉のサービスを利用している人が少なく放課

後・休日をどう過ごすか…卒業後、就職し、少ない休日をどう過ごすか…人それぞれ思いの違いは

あるけれど、余暇の充実に課題○有 。 

そして学校生活・将来のことを気軽に話せて相談・共感できる保護者の繋がりが欲しい…と思

いつつも何かを始めるのは大変なので「思うだけ」でした。それでも一度「地域活動推進事業」に

申請を検討したこともありましたが、「なんだか色々大変そう…」と断念！！←何かを始めるには相

当のエネルギーと思い切りが必要ですものね(^_^;)。 

が、二期生が三年生になった 4 月…「思っているだけでは始まらない！」「とりあえずやってみ

よう！」、卒業生・在校生数名の「有志」ではなく「勇者？猛者？」で船出しました。 

見切り発車…手探りで船出すれば何かしらトラブルがあります。メンバー間での連絡がうまく

いかなかったり、一人の保護者に負担がかかったり…。 

二年目になり現在 17 家族 18 人。みんなで話し合い、活動内容を見直し役割を分担、少しです

が前進です。 

 

なんだか色々大変そう…と思っていた地域活動推進事業のグ

ループ活動でしたが、思いきって飛び込んでみたら、（一番大変そ

うと思っていた）事務的なことは事務局の先生が丁寧に教えて下

さいますし、他のグループの方と情報交換もでき、何より

「DEJIMA」の活動日を楽しみにし、楽しんでいる子どもや保護

者がいること…いい事ばっかりでした！←少し大袈裟に言ってま

す(^^ゞ。今後は諸先輩方の老舗？グループの活動も参考にさせて

いただきながら、私達らしいグループにしていきたいなぁ…と思

っています。 
昨年 10 月の宮島遠足 

特集Ⅴ
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障害のある子どもたちの休日を豊かにするためにこぐまかい 
＜こぐまかいの「はじまり」と「ねがい」＞ 
１９９２年の学校週五日制のはじまりを期に障害児子どもまつり実行委員会の呼

びかけで誕生。本来「休日は楽しいもの！」をモッ トーに活動しています。活動拠点
は中区ですが参加者は市内各地 から集まっています。特別支援学校、特別支援学級

の小・中学生 を中心に幅広い参加です。2009 年度から高校生および卒業生は新たに「おおくまかい」
として活動をはじめました。 
＜活動日時＞毎月１回、土曜日あるいは日曜日・休日に活動。活 動
時間は内容によって変わります。 
＜活動内容＞毎月１回の活動はなるべくバラエティーに富む内容 を
用意し、興味等に応じて参加できるように考えています。例えば、花
見、クッキング（写真）、 バーベキュー、 ボウリング、雪遊び、ミ
ニコンサートなど。 
＜問い合わせ・ボランティア参加希望の方は以下の連絡先までお願
いします＞ 
○連絡先：こぐまかい事務局＝幅野勇生 ℡080-1927-3448（日中は留守電 ) Fax082-942-2419 

e-mail=kogumakai1992@docomo.ne.jp 
 

   

 
 
 
 
   サッカー教室は、広島市立広島特別支援学校高等部に在籍し、参加を希望した生徒を中心に構成されて 

います。応援していただいているボランティアの方に支えられ、毎月１～２回程度土曜日に練習しています。 

   サッカーが好きな人、体を動かすことが好きな人、友だちと一緒に楽しみたい人などが集まり、楽しく 

練習を行い、毎年１月（年によっては２月）には、似島学園高等養護部やみどり作業所（南区）のサッカー 

チームとの定期戦「せとうちピースカップ」を開催し、交流をしています。障がいの程度に関係なく、『参 

加して良かったな～』『楽しかったな～』と感じられるような活動を目指しています。 

 

○ 参加するときにお願いしていること 

 ・ 万全な体調で参加すること。 

 ・ 参加は保護者（あるいはヘルパー）の送迎か自力で、保護者の方の責任の元で安 

全に十分注意して行うこと。 

 ・ スポーツ保険に加入し、練習や試合時の事故などについてはその範囲で保障します。 

  

【連絡先】 広島市立広島特別支援学校  大塚佳奈（世話人代表） ℡ ０８２－２５０－７１０１ 

広島市立広島特別支援学校 

サッカー教室 

ぞうくんのさんぽ              【陶芸】 

☘活動日時：毎月１回 土曜日または日曜日 

☘活動内容：いちご狩り、野球観戦、ヒップホップダンス 

      バス旅行、陶芸、クリスマス会、初詣、 

ボウリングなど 

 

小 2 から始めた活動も１２年目となり、この春ほとんどのメンバーが高等部を卒業しました。 

月に１回の積み重ねにより仲間意識も高まり、集団の中で社会性も身につけてきました。青年期を迎えた今、

仲間に会えるのを楽しみにし、みんなと活動することで親子共にリフレッシュできる場を小さい頃から築いて

きてよかったな～と改めて強く実感しています。 

これからも、ゆる～く楽しく♪をモットーに充実した余暇を過ごせるよう息の長い活動にしていきたいと思

います(^^♪ 
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 安芸区障がい児サークル にこにこくらぶ  
安芸区と周辺地域に在住の障がいをもつ子どもたちが、休日を有意義に過ごせるように、 

いろいろな楽しい活動を行っています。また、障がい児を育てている保護者同士の交流も 

和気あいあいと楽しく行っています。ぜひ、お気軽に遊びに来てくださいね ＼(^o^)／ 

ボランティアの皆様の参加もお待ちしています！（※交通費支給） 

❁活動日時 毎月１回 土曜日又は日曜日(14:00～16:00) ※活動内容により時間の変更あり 

      ☀夏休みにはサマースクールを数回行っています。 

❁活動場所 安芸区地域福祉センター・瀬野福祉センター 他 

❁活動内容 ボウリング・工作・クッキング・遠足・いちご狩り 他 

      地域の行事に参加(運動会・交流会・まつり・クリスマス会 他) 

❁連絡先  山西 庸子 （TEL&FAX 082-893-2749 携帯 090-9415-7594） 

ちゅうりっぷの会  西区を中心に、南区、佐伯区から、下は小学生、上は３０代後半の 

                   なかまが集まって、月１回、福祉バスであちこちへ出かけます。 

                   イチゴ狩り、バーベキュー、動物園、備北丘陵公園などなど。 

                   また、公民館を借りて、折り紙、みんなの発表会、カレーづくりなど 

                   みんなで協力して作りあげる活動も取り入れています。 

活動日   毎月１回（土曜日） 

活動場所 鈴峯公民館、福祉バスで野外へ 

連絡先    

代表 迫田真由美 

電話 ０９０－４５７０－６７２７     

 カムカムクラブ  
安芸区で活動する高等部・社会人の仲間のグループです。 

カラオケで思い切り歌ったり、平和マラソンで走ったり、地域のつどいに参加しておしゃべり

したりする中で仲間と交流し楽しい時間を過ごしています。 

これからも自分の好きなことをたくさん見つけて余暇を充実させていきたいと思っています。 

★活動日   毎月１回（土曜日または日曜日）     

★活動場所  安芸区船越地域福祉集会所 他 

★参加者   安芸区在住の障害青年（高等部・社会人） 

★活動内容  カラオケ・野球観戦・平和マラソンなど 

＜連絡先＞池田成美 ＴＥＬ・ＦＡＸ 082-823-7117      
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【団体名】わんぴよサークル 

【活動内容】 

知的障害児（小学３年生～高校３年生）と保護者・きょうだいの自主学習サークルです。 

いろいろな分野の専門家をサークルにお招きしたり、おでかけなどの行事を企画したりして、楽しく遊び、

学んでいます。 

これまでに、料理、陶芸、宇宙教室（手作りロケット、熱気球）、積み木ワークショップ、カヌー、お

泊りキャンプ、クリスマスパーティー、太鼓教室、音楽体験、芝人形作りなど、楽しい行事を企画してい

ます。 

【ボランティア募集】 

・活動日時 毎月１回 日曜１０時～１２時 

・支援内容 障害児やきょうだいと一緒に遊びます。子

供好きで活発な大学生や若い方を希望します。 

・費用負担 交通費を一律５００円支給します。 

キャンプやクッキングでは食事も支給します。特に参加

費は不要です。 

【連絡先】東区社会福祉協議会  

ボランティアコーディネーター 石岡 

 

グループ名 ： 明星キッズの会 
活 動 内 容： メンバーは、「広島市佐伯明星園」に通園した子

どもの父親の会と、己斐周辺に住む障がいをもった子どもの母親

の会が共同して運営する会です。 

障がいをもった子どもの家族同士の親睦と障がいをもった子ど

もに対する地域社会の理解を深めることを目標に、広島市周辺の

施設、公園、自然を使って以下に示した活動を毎月行っています。 

子どもの年齢が毎年上がっていきますので、子どもが楽しんで

くれる活動を開発することに悩んでいます。 

本事業に参加している他のグループの活動を参照にしながら楽しんでいきたいと考えております。 
 

4 月 クッキング / 5 月 中央森林公園 / 6 月 クアハウス湯ノ山（プールと蛍狩り）  

7 月 岩倉温泉キャンプ場でバーベキューと水遊び / 8 月 クッキング 

9 月 果物狩り / 10 月 クッキング / 11 月 みかん狩りと魚釣り / 12 月 クッキング 

1 月 ボーリング/ 2 月 お好み焼き講習会 / 3 月 クッキング 
 
 

自分も上手に

できるかな 

2 月 お好み焼き 
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≪ゆうあい広島サッカーチームの紹介≫ 
 ゆうあい広島サッカーチームは現在１５歳から４７歳までの青年（女子を含む）３０名程度で活動しています。

代表、監督、コーチ、スタッフ合わせて８名で、他にもサポーター、ボランティアの方々にも協力していただ

きながら、基本的には第２・４日曜日に広島市立特別支援学校グランドにて練習を行っています。 
これまで全国スポーツ大会に２回、西日本サッカーフェスティバルに１回、ゆうあいピック大会に３回出場し、

全国の強豪チームとも接戦を演じることもあります。全国大会の予選突破を目標に日々練習を重ねつつサッカ

ーを通していろいろな交流を深めています。新規メンバーも随時募集しておりますので、興味がある方はお気

軽に下記の連絡先までお知らせください。自分に合った目的で参加して頂けるよう相談にも応じています。 
よろしくお願いいたします！! 

             【連絡先】  似島学園高等養護部 大塚  

                                   Tel (０８２)２５９－２１６５ 
≪ゆうあい広島サッカーチームからのお願い≫ 
 ●ゆうあい広島サッカーチームは新規メンバーを募集しています！ 
    ・療育手帳を所持している１５歳以上の方（性別は問いません） 
    ・体力・走力に自信のある方（サッカー経験者は大歓迎です） 
    ・自力で練習場に来れる方（主には広島市立特別支援学校のグランド） 
    ・サッカーが好きで、ルールを理解し楽しめる方  以上ですが個別に相談にも応じます。 
 ●ゆうあい広島サッカーチームにサポーターとサポートのご協力・ご支援をお願いしています！ 
    ・チーム強化のために練習に協力していただけるボランティア,サポーター 
    ・チームの運営をサポートするためにカンパ・寄付等の財政支援 
    ・チームの練習場所の情報や提供…などなど  ご協力よろしくお願いいたします。 

福木地区障がい児・者サークルきらり 

東区の福田、馬木地区の特別支援学校の生徒と卒業生で、地域にある老人ホームのデイサ

ービスルームをお借りして活動しています。運動不足解消に、講師を招きビートストレッ

クスで 楽しく体を動かしたり、風船バレー、散歩、カラオケ、料理など毎月いろいろな楽

しみ方を考えて活動しています。また毎年、横谷神楽団を招待し、地域の方と神楽鑑賞や、

体験などもしています。  

活動日時：毎月第２日曜日 10:00～12:00 

活動内容：特別養護老人ホーム虹の里 第１デイサービスルーム 

みんなで楽しい時間を過ごしませんか？ 

連絡先：森脇 090-4109-6471 

 

 

 

 

           く れ よ ん ズ ★ 

 

 

 

 

 

新生『くれよんズ』も２年目へと突入しました！！ 

特別支援学校中学部から社会人までの年齢差が少しあるグループですが、年齢差を超えて

それぞれが仲間を意識しながら楽しい時間を一緒に過ごし、充実した余暇となるよう 

毎月１回活動しています。 

 《活動内容》 バスハイク、バーベキュー、クッキング、体操教室、工芸教室 etc...

福祉バスに乗って、みろくの里に行きまし

た！ 

いろんな乗り物に乗ったり、おいしいご飯

を食べたり・・・楽しかったよ～♪

連絡先  『くれよんズ』代表 山村洋美 

☎(082)289-8201  ✉aya.ayu.7.12@softbank.ne.jp 
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28 年度活動計画    

4 月いちご狩り      10 月バスハイク 

5 月宮島         11 月こどもまつり参加 

6 月体操訓練       12 月クリスマス会 

7 月プール        1 月リズム 

8 月キャンプ       2 月クッキング 

9 月ディズニーオンアイス 3 月進級祝いの会 

＊フラワー＊ ボランティア募集中！ 

好きなことをたくさんつくり、私らしく生きる道に    

繋げるめにいろんなことにチャレンジしています 

 

 

 

フラワー代表 

井上容子 

090-3173-9236      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

障害のある子どもたちの休日を豊かにするために お お く ま か い 
＜おおくまかいのスタート ２００９～＞ 
１９９２年から活動している「こぐまかい」を母体に、２００９

年度に新たに誕生したのが「おおくまかい」です。「おおくま か

い」は、特別支援学校の高校生や卒業生を主な対象とし、活動の 

準備や片付け、下級生への指導など年齢にふさわしい活動内容を

工夫し ています。モットーの「休日は本来、楽しいもの！」や活

動拠点（主 に中区）などは「こぐまかい」と同じです。 
＜活動日時＞ 毎月１回、土曜日あるいは日曜日・休日に活動。活動時間は内容によって変わります。 
＜活動内容＞ 参加者の希望を入れバラエティーに富む内容を用意しています。興味等に応じて参加し
ていただければと思います。例えば、花見、スポーツ大会（写真），クッキング、バーベキュー、ボウ
リング、雪遊びなど。 
＜問い合わせ・ボランティア参加希望の方は以下の連絡先までお願いします＞ 

○連絡先：おおくまかい事務局＝幅野勇生 ℡080-1927-3448（日中は留守電 ) Fax082-942-2419 

e-mail=kogumakai1992@docomo.ne.jp 
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障害児と家族の会  あうあう                 

 

西部療育センター「なぎさ園」の卒園生とその家族 

９組で結成した団体です。 

主に、第１、第 3 土曜日に集まりボランティアの先生や 

大学生さんにもお手伝いにきていただいて季節ごとの行事をとりいれた 

活動をしています。                          

また、月に１回「親あうあう」を開き、今後の活動について 

話し合ったり、親同士のコミュニケーションをとっています。 

「イチゴ狩り」「バーベキュー」「クッキング」 

「こども祭りステージ発表」などさまざまな活動に挑戦中。子ども達が 

より豊かな余暇を楽しめるよう活動の幅をさらに広げていきたいです。 

学生ボランティアさん

による絵本読み 

広広島島市市知知的的障障害害者者ババススケケッットトボボーールルチチーームム  
 
バスケットボールの好きな人が集まって、基礎から 
楽しくバスケットボールの練習を行っています。 

 活 動 日 毎月２回（日曜日１３：３０～１６：３０） 

 活動場所 広島市立広島特別支援学校体育館 

 連 絡 先 柿木昭一郎 ℡０８２－２５０－７１０１  

 

ぺったんず 
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動作法の会 

 動作法は、身体的な相互交渉を基盤とした支援技法です。トレーナーとマンツーマン

での実践を中心とした訓練で、身体の動きの自己調整を狙いとしています。脳性麻痺児

者だけでなく、自閉症児者にも、様々な学習や生活の体験が定着するための基礎的な力

を育んでいます。 

＊活動日時   毎月 1 回（第 4 土曜日） 

＊活動場所   広島市心身障碍者センター 

＊活動内容   機能改善訓練 

＊連絡先    礒本 優子 

        TEL・FAX  0823-23-0278 

 

 

「あいうえおにぎり」です。
通園施設の仲間たちで毎月集まってお出かけや
クッキングや工作をしています。
学校、クラスはばらばらでも一緒に余暇活動を
楽しみ、色々な変化があっても変わらない
仲良しのお友達とあいうえおにぎりの存在で
ありたいと思っています。

連絡先 あいうえおにぎり代表 松浦 090-9415－4925

出島ヒップホップ 
                           立ち上げて２年目となりまし

た。 

音楽に合わせて体を動かして、 

                          心身の調整や健康な体つくりと 

                           余暇の活用の充実を目指します。 

              
                          「ヒップホップダンス」 

をしよう！ 

                           場所：広島市立 

広島特別支援学校 

広島市立広島特別支援学校の高等部の皆さんが対象です。卒業しても続けるこ

とができます。皆さん一緒に汗を流そうよ！ プレイルームで待ってるよ！    

連絡先 ２５０－７１０１ 高等部 １年５組担任 吉岡まで         
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障害児・者が気軽に参加できる活動を始めて２４年。幼児～4０代までの 

幅広い年齢の会員が、家族や支援者と共に楽しく活動しています。 

 

✿活動内容：クッキング、バスハイク、クリスマス会、フィットネス等                

      東区福祉祭のバザーにも参加しています 

✿活動拠点：牛田公民館 ✿年会費：1 家族6,000 円（月500 円）    トムミルクファームにて 

✿活動日時：毎月１回 日曜日 １０～１５時 

 

☎連 絡 先：柏田 潤子（かしだ じゅんこ）                                           

TEL & FAX: 082-875-2340 
 
 

 

牛田ウルトラマンキッズ

保護者同士の情報交換も積極的に行っています

会員、ボランティアさん募集中！＼(^o^)／ 

学校卒業後や、その他環境の大きな変化

の中でも、共に歩んできた仲間と、安心

して活動が出来る大切な居場所になって

います。 ω(●´ ｀●) 

 
 

広島市立広島特別支援学校高等部 職業コース 在校生と卒業生の会 
 
DEJIMA は広島市立特別支援学校 高等部職業コースの生徒・保護者

の縦横の繋がり、余暇の充実を目的に昨年発足しました。  
手探りで船出し現在 17 家族 18 人。みんなで話し合い協力して 
参加した帰り道「…なんとなく…まあまあ…楽しかった ♪」で OK！ 
無理をせずゆる～い感じの DEJIMA です。 
 
 活動内容：クッキング・バスハイク・クリスマス会など 
 活動拠点：出島福祉センター 他 
 活動日時：基本 月 1 回 最終日曜日（検定等の都合で変更有り） 

  

  
 

昨年 10 月の宮島遠足 
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市立特別支援学校児童生徒の地域活動推進事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、市立特別支援学校児童生徒に対して、地域における交流の促進や社会生

活に必要な事項を学ぶ機会を提供するとともに、完全学校週５日制の実施に伴い、活動の場

づくりを推進し、児童生徒がより充実した生活を送ることができるようにするため、それら

の活動を行う事業に対し、助成金を交付する。 

  なお、助成金の交付に関しては、広島市補助金等交付規則（以下、「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（助成金交付の対象） 

第２条 助成金を交付する事業（以下、「助成事業」という。）の実施主体は、市立特別支援学

校に在籍する児童生徒を対象に地域活動を行う地域住民団体等の運営関係者等で組織する市

立特別支援学校地域活動推進事業運営委員会とする。 

２ 助成事業は、次に掲げる事業要件のいずれも満たすものとする。 

(１) 市立特別支援学校に在籍する児童生徒を含むもの 

(２) 企画等の段階から障害のある児童生徒を参画させて行うもの 

(３) 月に１回以上、土曜日等に継続して活動するもの（ただし夏季休業中はこの限りでない。） 

３ 助成事業は、概ね、次に掲げる活動内容のいずれかにあてはまるものとする。 

(１) 地域との連携や余暇・文化活動の充実を深める活動 

(２) 障害のある児童生徒の理解・啓発を深める活動 

(３) 自然体験や地域の人々との協働を深める活動 

(４) 障害のある児童生徒の社会参加と自立を促す活動 

４ 前３項の規定にかかわらず、広島市又は広島市が資本金、基本金その他これらに準ずるも

のを出資した法人等からの補助金等を受けて実施する事業については、本事業の助成対象外

とする。 

５ 助成事業は、助成金の交付を決定した日の属する年度の末日までに行われるものとする。 

 

(助成対象経費等) 

第３条 助成金は、助成事業の実施に必要な経費（以下、「助成対象経費」という。）に対し２分

の１の額とし、１助成事業あたり９万円を限度とする。 

 

(助成金交付の申請及び決定) 

第４条 助成金の交付を受けようとする市立特別支援学校地域活動推進事業運営委員会は（以

下、「申請団体」という。）、助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業実施前までに

市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 予算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により、事業が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、

申請団体に通知するものとする。 
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（助成金交付の条件） 

第５条 助成金の交付には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(１) 助成金の内容又は予算を変更（ただし、項目ごとの金額の１０％を超えない範囲での変更

を除く。）しようとするときは、事業計画変更申請書を提出し、市長の承認を受けること。 

(２) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止・廃止申請書を提出し、市長

の承認を受けること。 

(３) 助成事業が予定の期間内に完了しないとき、又は助成事業の遂行が困難となったときは、

遅滞なく市長に報告してその指示を受けること。 

(４) 助成事業の収支については、そのつど証拠書類を取り揃え、又帳簿を備えてその予算の出

納の一切の事項を明確に記入しておくこと。 

２ 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請団体等が、次の各号のいずれかに該当する場合

には、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

(１) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他規則、本要綱、又はこれらに

基づく指示等に違反したとき。 

(２) 助成事業の決算総額が予算総額に比して著しく減少し、予算の執行が不適当と認められ

るとき。 

(３) 虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 

（実績報告） 

第６条 助成金の交付を受けた申請団体等は、助成事業を完了したときは、その完了の日から

４０日以内又は当該年度の末日のいずれかの早い日までに、事業実績報告書に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実施報告書 

(２) 決算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



   地域活動グループの一年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地域活動推進事業の情報は、本校のホームページからダウンロードできます。 

 

トップ

ページ

学校

紹介

地域活動

推進事業

３月

•次年度の計画(行事内容･予算）

•次年度申請書提出

４月

•活動開始（毎月１回以上）

•わくわくの計画が盛りだくさん！！

５月

•グループ代表者会議(第１回）に出席

•今年度の確認、グループ間の情報交換

６月
•情報ペーパー『ゆいマップ』原稿作成

７月

•情報ペーパー『ゆいマップ』発行、配付

•活動をみんなに知ってもらおう！！

毎月

•活動を楽しんでますか？！

•仲間を増やし、繋がりの輪を広げよう！

９月

•グループ代表者会(第２回）に出席

•後半の事務手続きの確認、情報交換

１２月

•変更申請書の提出

•活動内容の変更、予算の１０％以上の変更があれば提出

３月

•活動報告書の提出

•今年の活動を振り返り来年度の活動に繋げよう！



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【編集後記】 
今回は、もっともっと活動への参加者を増やしたいとの思いから、最近

活動に参加されたグループを特集しました。「仲間とサークルを立ち上げ

てみたいけど、立ち上げるのって難しいのかな？」「どんな活動をしたら

いいの？」と思われている方は、是非参考になさってください。もちろん

既に活動されているグループへの参加も募集中です。 
 
そしてこの度、ボランティアを募集しているサークルが分かりやすいよ 

うに  マークを作りました。 
 
サークル活動に興味のある方、ボランティアとして参加を考えておられ

る方等、多くの方にこの『ゆいマップ』を通して、地域活動グループを理

解していただき、笑顔と支援の輪が広がっていくことを願っております。 

【発行元】 
広島市立広島特別支援学校内 
地域活動推進事業運営委員会 
〒734-0013 
広島市南区出島四丁目 1 番 1 号 
Tel 082-250-7101 Fax 082-250-7102 
 
【協力】 
広島市ボランティア情報センター 
〒730-0052 
広島市中区千田町一丁目 9 番 43 号 
広島市社会福祉センター 3Ｆ 
Tel 082-544-3399 Fax 082-544-3404 


