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世代や立場を超えた人々と、言葉
による表現を楽しむことからスタート
しました。お互いの会話を聞き合いな
がら、コミュニケーションを深め、
面白いエピソードをセリフにおこし、
作品を作り発表。はじめて出会う人同士、
すぐに打ち解けた雰囲気となりました。

▲戯曲「火事の話、消防署は大変」発表

参加者が「人がつながるアイデア」
を持ち寄り、チームの意見をまとめて
いき、ウォーリー木下氏の助言により、
第 4 回成果発表会のアイデアが決定し
ました。様々な形の新しいアイデアが
生まれました。

▲斬新なアイデアの発表

１回目に作品作りをしたチームで、
まち歩きに出かけ、新しい発見やまち
の情報を集めながら、人・まちとつな
がる体験をしました。それらの情報を
載せたオリジナル「須磨 walker」も
完成！新しい出会い、つながりが生ま
れました。

発表会場には一般参加者も多く、
地元誌の発行、子どもの居場所づくり、
コミュニティカフェの実演など、地域
つながりに活かせる様々なアイデアが
披露されました。
これらのアイデアは、ワーキング

チームでさらに磨きをかけ実現に向け
て取り組んでいきます。

赤い羽根共同募金と善意銀行の財源を活用し、区内の子どもや高齢者、障がい者などの多様な方々が集える居場所づくりを目的とした事業に対し、公募助成を行います。
須磨区で地域福祉の推進に取り組まれている皆さまからのご応募お待ちしています。

▲須磨walker作成中

▼テーマ2
　須磨walker 例

▲平家をなぐさめる「大月見会」
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「私だけの秘密の須磨walker」を作ろう！
ウォーカー

「人がつながるアイデア」を考えよう！

「人がつながるアイデア」の発表会4
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「戯曲」を作ろう！
ぎきょく

助成対象：須磨区内に活動拠点を有する社会福祉団体・地域活動
グループ・非営利法人・任意団体等が実施する事業
（実施期間：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

応募期間：平成３０年４月2日（月）～４月２３日（月）必着
そ の 他：詳しい募集案内および申請書類は、本会ホームページで

ご確認ください。本会窓口（須磨区役所３階）でも募集
チラシを配布いたします。

＜募集概要＞
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新たな活動の場づくりや、実施事業の拡充・
充実のための備品等購入経費

 Ａタイプ
備品・器材購入経費助成事業（上限１０万円）

対象事業の運営に必要な経費　
※人件費等団体の運営にかかる経費を除く

 Ｂタイプ
活動の運営経費助成事業（上限５万円）

助成内容

▲平家をなぐさめる「大月見会」▲平家をなぐさめる「大月見会」

作品を
すぐ

▲戯曲「火事の話、消防署は大変」発表▲戯曲「火事の話、消防署は大変」発表

生まれました。

▲斬新なアイデアの発表マ

完成！新しい出会い、つながりが生ま
れました。

▲須磨walker作成中▲須磨walker作成中

「こすもす」は、赤い羽根共同募金の配分金を活かし、発行しています。

コミュニティデザイナー山崎亮氏の総評：
　我々は、きちんとした社会を作ってきたが、すべてをきちん
と納めていくことが出来ない社会になっている。人とつなが
るときに、きちんとしすぎない事も大事。
「雑」の中には、自由、多様、寛容、許容、工夫、失敗が入っ
ている。ある程度雑な方が、私もやってみようと思えるし、

こんなアイデアどう？と言いやすい状況になる。みんながやってみようと前の
めりになるとき、「雑」に価値がある。その「雑」を修正していく事が必要で、
自由にラフにしながら、うまくいかないところは、修正できる地域での活動が
生まれれば、住みやすい地域になっていく。民生委員や社会福祉の仕事は、
そこを忘れないようにしなければと思う。

▲山崎 亮氏

地域では地域福祉活動の担い手不足が課題にあげられ
ており、その解決策のヒントを探るために、民生委員・
児童委員、区民の皆さまとで、「楽しい！面白い！」か
ら人や地域のつながりを考えるワークショップを行いま
した。
演出家のウォーリー木下氏による、「楽しくなければ人

はつながらない！」をテーマとしたアイデア満載のワク
ワク・ドキドキのワークショップです。

▲ウォーリー木下氏

多くの方に
参加いただきま

した多くの方に

　　　　ご参加
いただきました

～地域福祉の担い手支援事業～

ママ

楽しみながら
地域つながりのアイデアを
考えるワークショップ開催！
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地域の「集い場」インタビュー地域の 」インタビュー「集い場地域の「集い場」インタビュー
Vol.4 白川台ロコモ体操Vol.4 白川台ロコモ体操みまもんちゃんの！みまもんちゃんの！みまもんちゃんの！ 生きがいづくりや社会参加・介護予防といった多くの面から、住民の方々

がそれぞれの地域で自主的に運営する「集い場」（ふれあい喫茶・ふれあい
給食・趣味の会等）の活動が注目されています。
今回は「いつまでもみんなが元気で健康でいられるように」という想いか
ら始まった白川台住宅「ロコモ体操」グループの取り組みをインタビュー
してきました！

※生活習慣によって引き起こされるロコモティブシンドローム（通称ロコモ）。
予防には、適度な「運動」と十分な「栄養」が大切だと言われています。

▲活動の様子

▲初めての方も楽しく学べます

Ｑ．どんな思いで始められましたか？ 
Ａ．少しでも元気でいるために、家の
近くで体操が出来る場所があれば
な～という想いを、友人の島廻さん、
西村さんに相談しました。３人で
区役所での体操教室に参加して運
動について勉強し、自分たちでグ
ループを立ち上げました。

Ｑ．やっていてよかったことはなんですか？
Ａ．今までは外で出会っても、話すことがあま
りなかったけれど、一緒に体操をする仲間
になってからお互いに声をかけあい、気に
かけあう関係になれたことです。あとは、
何より体か軽くなったことです。

Ｑ．工夫した点や心がけていることは？
Ａ．代表メンバーだけでなく、「みんなで
楽しくやる！」を目標に、参加者の
みんなで助け合いながら会場設営や
声掛けをしています。
立ち上げ当初に掲げたモットーを忘
れないように心がけ、健康に関する
知識や体操など、新しい情報が得ら
れるようにアンテナを張っています。

代表者へインタビュー（白川台住宅ロコモ体操グループ　那賀清美さん・他４名）

▲グループメンバー
左上から西村さん、秋山さん
左下から島廻さん、那賀さん、西島さん

使用済み切手預託者
（平成29年9月1日～平成30年1月31日） （平成29年9月1日～平成30年1月31日）

善意銀行預託者

※ご預託時の名称のまま記載しています。敬称略・順不同 ありがとうございました。

「善意銀行」は皆さんの善意の金銭や物品を預託としてお預かりし、区内
の福祉に役立てる善意の窓口です。ご預託いただいた皆さま、ありがとうご
ざいました。

ご寄付いただいた使用済みの切手は、ボランティアにより整理してい
ただき、収集団体への寄付や栞にして活用しています。ご協力いただい
たみなさまありがとうございます。

【金銭預託者】長田 敏子、新島 雪香、長谷川 泰広、波多野 京子、
平木 徹、福井 和子（東落合）、南落合小学校３年生、須磨区連合婦
人会、板宿ふれあいのまちづくり協議会、北須磨ふれあいのまちづ
くり協議会、妙法寺ふれあいのまちづくり協議会、須磨区佛教会、
横尾健康地蔵、新日本婦人の会 須磨支部、訪問介護事業所サポート
はな、㈱mi-kittyミキティ訪問介護事業所、匿名１件

【預託者】中川 ツヤ子、吉田 有公子、萩原 すず子、仲東 真理子、
飛松中学４回生同期会、ふれあい喫茶 野いちご、北須磨ボランティ
ア、のばらグループ、須磨ノ浦ふれあいのまちづくり協議会、南須
磨ふれあいのまちづくり協議会、須磨区母子福祉たちばな会、須磨
区肢体障害者福祉協会、JLC兵庫 須磨少年部、いたやど障害者地域
生活支援センター、須磨浦の里、すこやか友が丘、高倉台居宅介護
事業所、リバティルーム カーナ、青葉、鈴木整骨院 待合室一同、
㈱兵庫福祉保険サービス、神戸市公園緑化協会、匿名25件

※事前申込不要
心配ごと相談所 相談

無料

相談員として民生委員・児童委員の方々
が心配ごとや困りごと等の相談に応じ、助言
や専門機関等への橋渡しを行います。どなた
でもお気軽にご相談ください。

開 設 日：毎月第１・３週（火）
13：00～14：30（祝日休）

場　　所：須磨区役所３階
須磨区社会福祉協議会

問 合 せ：TEL 731-4341（内線312）

つ ど

「集い場「集い場「集い場「集い場
つどつ どつ どつ どつ ど ば

「集い場
ばばばば

講座・お知らせコーナー講座・お知らせコーナー講座・お知らせコーナー 問合せ
申込先

〒654-8570（住所不要） 須磨区社会福祉協議会
E-mail：apply@suma-shakyo.or.jp

TEL：078-731-4341（内線312・313）
FAX：078-733-2533

★兵庫県ボランティア・市民活動災害共済平成30年度の加入受付のお知らせ★★兵庫県ボランティア・市民活動災害共済平成30年度の加入受付のお知らせ★★兵庫県ボランティア・市民活動災害共済平成30年度の加入受付のお知らせ★
ボランティア活動中のけがなどに備え、安心して活動していただくために、上記共済への加入をお勧めします。
平成 29 年度に加入した方は、平成 30 年 3 月末で補償期間が終了します。引き続き加入を希望する場合は、
新たに加入手続きが必要です。

受付期間：3月1日（木）から平日 9:00 ～16:45（土・日、祝除く）
※補償期間は、加入手続き完了日の翌日からとなります。
　4/1（土）・4/2（月）からの加入を希望される方は、上記期間にお申し込みください。
　4/3 以降に加入手続きをされる場合の補償期間は、加入手続き完了日の翌日からとなります。

場　　所：須磨区役所３階　須磨区ボランティアセンター　※北須磨支所では受け付けておりません。
掛  け  金：＜市民活動災害共済プラン＞ 1人 500 円　＜天災危険補償プラン＞ 1人 600 円

平成３０年度須磨区
手話入門講座受講生募集
平成３０年度須磨区

手話入門講座受講生募集
平成３０年度須磨区

手話入門講座受講生募集

　須磨区聴力言語障害者福祉協会の協力により、手話
でのあいさつや、自己紹介等の簡単な日常会話ができ
る程度の手話技術を学ぶとともに、聴覚障がい者へ
の理解を深め、手話ボランティアとして将来活動してい
くために必要な知識を得ることを目的として、手話入門
講座を開講します。
日　時：平成30年5月11日から9月28日（予備日1日含む）

毎週金曜日　14：00 ～16：00【全 20回】
場　所：大黒地域福祉センター
対象者：須磨区在住・在勤・在学で18 歳以上の

初心者の方
定　員：30 名　＊申込み多数の場合は抽選
受講料：3,000 円（テキスト代、別途必要 3,240 円）
申　込：上記申込先『手話入門講座係』へ

①名前（ふりがな）　②郵便番号　③住所　
④電話・FAX 番号　⑤年齢　⑥職業
⑦受講動機　をご記入の上お申し込みくだ
　さい。4月 27日（金）※消印有効

★スクールボランティアを募集中です★★スクールボランティアを募集中です★★スクールボランティアを募集中です★
　区内小学校、特別支援学校で、障がい等のある子どもたちがより楽
しい学校生活を送れるよう学習補助や見守り等で支援するボランティ
ア活動です。
　地域の子どもたちのために、休日や家事の合間など、少しの時間を
活かしてみませんか？学生や男性も活躍中です！

日時：5月15・29日（火）13：30 ～16：00
　　  ※初めての方は別途体験日1日あり
場所：須磨区役所内会議室（大黒町4丁目1-1）

みまもんちゃん

笑顔　あいさつ　ありがとう
命　感謝　いただきます
無理なく　元気に　楽しい
百まで　歩こう　自分の足で
毎日　健康　ありがとう
心こそ大切なれ！

ロコモ体操のモットー

▲認知症予防に効果があると言われているコグニサイズなど
　も行っています ちゃん

ロコモ体操グループは今年で
5年目を迎えます。「区内にこ
のようなグループがたくさん
できればいいなと思う」とい
う力強いお言葉もいただき、
グループの皆さんの元気も分
けてもらいました。ありがと
うございました！

詳しくは、ホームページをご確認いただくか、ボランティアセンターにお問い合わせください。

※つり銭の要らないように、ご用意ください。
※名簿を添付するグループは、コピーを３部
　お持ちください。

加入手続きにあたって～お願い～
★問合せ★

須磨区ボランティアセンター
TEL731-8922　FAX733-2533

養成講座のお知らせ 要申込み 無料

2 2018年（平成30年）3月発行　第84号こ す も す



 

おべんとう
ひろばは、

いつあるの
？ 

児童館があ
いてる日の

１２：００
～１３：０

０ 

(午前9:30 ～12:00★午後1:00～５:00は自由に
遊べます) 

どんな時
とき

に利用
りよ う

できるの？
 

家の人が出
かけて、一

人でおひる
ごはんを食

べるより、
 

お友達と一
緒に食べた

いと思った
とき 

※ボランテ
ィアさんも

一緒に食べ
ます。 

おひるごは
んをもって

きたら、 

児童館でた
べることが

できるよ！
 

 

 

お問い合わ
せ 

神戸市立落
合児童館  

神戸市須磨
区中落合 1丁目 1-25 

TEL・Fax：０７８
－７９１－

７６４４ 

http://www.eonet.ne.jp/～ochiai-jidokan/ 

拠点児童館
事業～Jidoukan-L

unch～ 

⇒ウラも見
てね！！ 

すまるしぇとは Suma（すま）+marché（フランス語で市場）の
造語です。毎月１回、区内の障がい者事業所の皆さんが心をこめて作っ
た製品の販売会を実施しています。
毎月、出展する事業所や内容が異なります。市場で買い物を楽しむ

ように、あなたにぴったりのものを見つけてください。
日　時：毎月第４木曜日 １１：００～１４：３０

※祝日等の場合は日が変わりますのでお問い合わせください。
場　所：須磨区総合庁舎１階ギャラリー
問合せ：須磨区役所 保健福祉部

健康福祉課 あんしんすこやか係
TEL:731-4341（内324）

「Sumarché」
手づくりひろば
「
手づくりひろば
Sumarché」Sumarché」「Sumarché」
手づくりひろば

す ま る し ぇ

Sumarché」Sumarché」Sumarché」Sumarché」
す ま る し ぇす ま る し ぇす ま る し ぇ

須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会

「ほっとかへんネット須磨」
始まりました！！

須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会須磨区社会福祉法人連絡協議会

「ほっとかへんネット須磨」「ほっとかへんネット須磨」
始まりました！！

「ほっとかへんネット須磨」
始まりました！！

平成 28 年４月から社会福祉法人には「地域における公益的な取組」
を実施する責務が明文化されました。
区内の社会福祉法人で、「社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへん
ネット須磨）」を設立し、各法人が連携・協働して地域の生活・福祉
課題の解決に向け、「One for all, All for one」を合言葉に取り組み
を進めていきます。
昨年 11 月に、「ほっとかへんネット須磨　実務担当者会」を開催し
ました。保育・児童・障がい・高齢福祉の法人が、分野を超えた福祉
課題の共有と課題解決の事業化を検
討する機会となりました。
「ほっとかへんネット須磨」の取り
組みは、当会ホームページでも随時
ご紹介していきます。

▲実務担当者会の様子

～ひとりじゃないよ～

▶地域の大人と一緒に（落合）
▶男性陣も大活躍！

▶手作りの夕食をみんなでいただきます

子どもの居場所づくり

みなっち子ども食堂
元 PTA や青少年育成協議会、保護司
の活動で、子どもたちと接する中で
「群れて遊ぶ」「土に触れる」楽しさや、
月に一度でも楽しい晩ごはんのひと時
を過ごす機会を作ろうと考えました。

落合児童館と板宿児童館では、小学校の長
期休業中に、児童館のお昼休みにお弁当を
持ってきて、友達や職員等と一緒に食べる「こ
どものおべんとうひろば」を開催しています。
詳しく教えていただきました。

落合児童館　TEL：791-7644
板宿児童館　TEL：731-2230

※放課後児童クラブ（学童保育）を利用
する場合は、別途、申込み等が必要です。

※他の児童館でのおべんとうひろばは、
乳幼児の親子が対象です。

「友達や誰かと一緒に食べられて楽しい！」
「お弁当を食べた後、ゆっくり遊べるのが楽しい」

「放課後児童クラブ（学童保育）は利用していないので、一人で留守
番させることになった時に児童館だと安心で助かりました。」

【落合】落合では、シニアサポーター（ボランティア）の方も、子ど
もたちと一緒に過ごしています。低学年から高学年まで一緒
にワイワイ食べています。

【板宿】長期休業中は、おべんとうひろばを利用すれば、9:30 ～
17:00 まで 1日児童館で過ごせます。
ぜひ子どもたちの居場所として利用してください。

Q. 実施日は？　
A.【落合】土曜日と長期休業中など学校給食のない日です。
【板宿】長期休業中の月曜～金曜日です。

Q. 持ち物は？　A. お弁当と水筒です。　
Q. 申込みは？
A. 特にいりませんが、実施日の来館時に事務室にお申し出ください。

はじめるきっかけは？Q

スタートして 1年目ですが、多くの方から物資等の支援をしてい
ただき、どんどん素敵な食堂になっています。
一番は子どもたちのはじける笑顔に背中を押されて進んでいます。
こども食堂に集まる運営スタッフにとっても、この場所が人と人
をつなぐ居場所となってくれることを祈っています。

子ども食堂の今後は？Q

特徴は？Q

子どもの孤食を防ぐことを目的に、須磨区内で取り組まれている「みなっ
ち子ども食堂」と「児童館こどものおべんとうひろば」についてご紹介し
ます。

子ども食堂の畑を作っています。
子どもたちと水やり、草引きを
して収穫した野菜を食卓にのせ
ています。たくさん収穫した野
菜は、地域の皆さんに購入して
いただき、こども食堂の運営費
に充てています。

みなっち子ども食堂情報
日　時：原則、毎月第４水曜日　午後５時～８時
場　所：原則、南落合福祉センター
参加費：小学生・中学生（お手伝い付）無料、高校生以上５００円
内　容：勉強タイム、食事、畑作業、自由遊び
定　員：３０名抽選
問合せ：みなっち子ども食堂事務局

090-9699-0814（垂井）

こどものおべんとうひろば児童館

子どもたちの声

利用している保護者の声

職員から一言

問合せ

いらっしゃ～い！
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須磨区募金額 （平成29年12月31日時点）合計7,405,574円
赤い羽根共同募金 合計5,335,574円 合計2,070,000円歳末たすけあい募金

平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！平成29年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動にご協力ありがとうございます！

今年度より募金運動期間が3月31日まで拡大となっております。今年も多くの皆さまにご協力を頂いておりますことに深く感謝申し上げ
ます。引き続き「須磨区をよくするしくみ」赤い羽根共同募金をよろしくお願いいたします。

１．お弁当を食べるとその一部が募金になる「あか
はね弁当」を、障がいサービス事業所こころわ
さんが3月31日（土）まで販売してくれています。

２．板宿商業連合会青年部の皆さまに「板宿グルメを食
べて、須磨区のまちをよくしよう！」と、2月の板宿
マルシェの売り上げの一部をご寄付いただきました。
さらに、参加各店舗にて3月1日（木）～7日（水）の間、
売り上げの一部が募金になる様々な企画商品の販売
が行われます。※詳細は区社協HPをご覧ください。

永年にわたる赤い羽根共同募金運動に対して、区内の２校に兵庫県共同募金会会長表彰が
授与されました。また、㈱ドラゴンゲート様に篤志寄付者として中央共同募金会会長感謝状
が授与されました。表彰を受けられた団体のみなさま、いつもありがとうございます。

赤い羽根共同募金運動は70周年を迎えました。

大黒児童館

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校

落合児童館子どもヘルパー

横尾老人クラブ

神戸星城高等学校

高倉台自治会連合会

須磨海浜水族園

須磨保育所

高倉台児童館
子どもヘルパー・高倉台婦人会

こころわ

青年部会ロゴ

マリスト国際学校 青陽須磨支援学校㈱ドラゴンゲート

落合児童館

▲赤い羽根共同募金オープニングセレモニー

竜が台小学校 滝川中学校・高等学校
ほか

ほか

募金協力団体・事業所一覧（H29.12.31現在）
自治会・管理組合　板宿地区自治会連合会、大手自治会、権現町自治会、東須磨自治会、寺田町自治会、新大池東住宅自治会、千歳地区連合自治会、フレール須磨千歳自治会、フレール須磨たかとり市営住宅自治会、古川町1・3丁目自治会、
南須磨自治会連絡協議会、南須磨西地区自治連合会、南須磨南地区自治会、須磨外浜住宅2号棟自治会、潮見台町自治会、千守町１丁目自治会、須磨中部自治会、須磨東部自治会連合会、須磨南部連合自治会、須磨天神町自治会、西須
磨東部自治会、月見山連合自治会、須磨浦1・2丁目自治会、桜木町自治会、市営松風住宅自治会、市営松風第2住宅1・2号棟自治会、一の谷2丁目自治会、須磨八本松自治会、多井畑自治会、多井畑東町自治会、高倉台連合自治会、高
倉町1丁目東部自治会、雅会自治会、離宮西町自治会、横尾自治会・管理組合連絡協議会、横尾2丁目A地区自治会、横尾2丁目B地区自治会、横尾6丁目1自治会、横尾５団地管理組合、横尾7団地自治会、横尾８団地自治会、若草住宅自治会、
奥妙法寺自治会、ルネ須磨自治会、緑ヶ丘南部自治会、妙法寺住宅自治会、サンヴェール須磨妙法寺管理組合、グランドパレス上須磨管理組合、白川台自治連合会、県営白川台連合自治会、市営白川住宅自治会、ニューライフ白川台自治管理組合、
ロイヤルハイツ白川台自治会、白川字不計自治会、東白川台自治会、市営若草住宅2号棟自治会、若草町自治会、車地区自治会、名谷１団地団地管理組合、名谷2団地団地管理組合、名谷3団地団地管理組合、名谷4団地団地管理組合、名
谷5団地団地管理組合、名谷12団地団地管理組合、名谷14団地管理組合、名谷18団地管理組合、名谷21団地管理組合、名谷25団地管理組合、名谷27団地管理組合、名谷33団地管理組合、ルイシャトレ須磨名谷自治会、市営名谷駅東住
宅南自治会、神の谷住宅自治会、神の谷2丁目自治会、ガーデンハウス名谷管理組合、ガーデンハウス名谷第2団地管理組合、名谷コープタウン管理組合、北落合3丁目自治会、北落合4丁目自治会、北落合5丁目自治会、市営北落合西住宅自治会、
シーアイマンション須磨エクシード管理組合、東落合3丁目自治会、市営東落合睦自治会、市営東落合住宅168号棟自治会、中落合第一住宅自治会、西落合5丁目自治会、市営西落合住宅第一自治会、市営西落合住宅第二自治会、竜が台
連絡協議会、名谷竜が台東住宅管理組合、菅の台連絡協議会、菅の台3丁目自治会、菅の台６丁目自治会、菅の台７丁目自治会、菅の台第１住宅自治会、菅の台第２住宅自治会、北須磨団地自治会、南落合1団地管理組合、南落合1丁目自治会、
市営南落合住宅3丁目自治会、ガーデンハウス南落合団地管理組合　老人クラブ　須須磨区老人クラブ連合会、須磨寿楽会、車長生会、須磨長寿クラブ、須磨百寿会、宮前福寿会、東須磨永寿会、寺一睦会、北須磨団地寿会、白川台むつみ会、
高倉台高寿会、戒町えびす会、飛松会、竜が台朗友会、菅の台ひいらぎ会、権現桜寿会、若草楽友会、緑ヶ丘親睦会、東落合シルバークラブ、上須磨明友会、板宿住宅山吹会、中落合1‐2クラブ、新ほほえみ会、清寿会、中落合シニアクラブ、
北須磨団地健友会、松寿会　婦人会　板宿、東須磨、西須磨、高倉台、友が丘、横尾、神の谷、竜が台　ふれあいのまちづくり協議会　菅の台、神の谷、西落合、須磨の浦、南落合、東落合、花谷、北須磨、松尾　民生委員・児童委員協議会(地
区民児協)　板宿地区、東部地区、だいち中部地区、東須磨地区、若宮地区、西須磨東部地区、西須磨中部地区、西須磨西部地区、北須磨地区、高倉台・多井畑地区、横尾地区、妙法寺地区、若草地区、白川地区、松尾地区、東落合地区、花谷地区、
西落合地区、神の谷地区、菅の台地区、竜が台地区、友が丘地区、南落合地区　子ども会　明神、永楽、上宝養、前池西、飛平、板宿町、須磨東部、オール須磨、大手町若アユ、スリーエンゼル、青い鳥、山畑、西須磨東部自治会、月見山連合自治会、
コスモス、あじさい、高倉台さつき、てんとう虫、かしの木、高倉台ひまわり、高倉台つくし、北須磨団地たんぽぽ、はちの子、はなたに、東落合たんぽぽ、若草ジュニア、菅の台クラブ、白川ジュニア　ボランティア・地域団体　須磨区遺族会、
須磨区肢体障害者福祉協会、母子福祉たちばな会、介護者の会 すまいる、北須磨ボランティア、神戸市手をつなぐ育成会 須磨支部、須磨ネット連絡会、のばらグループ、九年母句会、はなみずき、横尾健康地蔵、かぼちゃ、神の谷喫茶ボランティア、
須磨MiDoRiの会、西須磨西部給食グループ、菅の台地域福祉センター老人ふれあい給食会、やよい給食会、ふれあい食事の会 月見山、つきみそう食事会、さつき会、がやがや、西須磨中部(梅・桜)、大田ふれあいの会、東落合ふれあ
いのまちづくり協議会(給食会)、東白川台ふれあい昼食会、若草虹のかけはし食事会、ふれあい給食グループさくら会、若草住宅クローバー給食会、外浜給食会煌めき、フレミング　保育所(園)　須磨、たかとり、高倉台、菅の台、竜が台、
東須磨愛児園、太田共同、千歳、すまいる、いたやど、あじさい、のぞみ、やまびこ、くすの木、北須磨第２、名谷みどり、たかとりちどり、若宮　児童館・学童保育コーナー　板宿、たかとり、大黒、高倉台、東須磨、北須磨、菅の台、白川台、妙法寺、
神の谷、落合、横尾、若草、松風、竜が台コーナー、西落合コーナー、南落合コーナー、東落合コーナー、横尾コーナー、だいちコーナー　幼稚園・認定こども園　神戸市私立幼稚園連盟　須磨支部、須磨浦、兵庫大学附属須磨、千鳥、育英、
須磨みどり、平田、妙法寺、北須磨、白川台、神戸女子大学附属高倉台、禅昌寺、神戸YMCAちとせ、西須磨、大手、村雨、名谷きぼうの丘、名谷こすもす、名谷あおぞら　小学校　だいち、若宮、西須磨、北須磨、高倉台、多井畑、板宿、東須磨、若草、
妙法寺、横尾、白川、神の谷、松尾、東落合、花谷、南落合、西落合、竜が台、菅の台、須磨浦　中学校　太田、鷹取、高倉、横尾、東落合、須磨北、西落合、竜が台、友が丘　高等学校　須磨翔風、北須磨、滝川、須磨学園、兵庫大学附属須磨ノ浦、
神戸星城、神戸国際、マリスト国際　支援学校・大学・専門学校　青陽須磨支援学校、神戸大学医学部保健学科、神戸総合医療専門学校　商店街・商業施設　板宿本通商店街振興組合、板宿新町商店街振興組合、板宿銀映通商店街振興組合、
板宿商業連合会、若宮商友会、須磨寺前商友会、ジョイエール月見山、ビバタウン板宿ビル管理組合　社会福祉施設・福祉サービス事業所　神戸聖隷福祉事業団法人本部、神戸愛生園、神戸聖生園、神戸友生園、ヨハネ寮、友が丘
YUAI、こんにちは友が丘、和光園、離宮ハイツ、愛の園、須磨浦の里、ケアハウス須磨浦の里 みち、あいハート須磨、神港園サニーライフ白川、離宮しあわせ荘、やまもも、オラージュ須磨、須磨在宅福祉センター、須磨シニアコミュニティ、グリー
ンリーフ高倉、すま松の郷、須磨はなやぎ倶楽部、エリーネス須磨、エリーネス須磨 介護の家、ピースフルライフ月見山、ことばの道、㈱mi-kittyミキティ訪問介護事業所、サポートはな・高倉台居宅介護支援事業所、ヘルパー GOGO、
すこやか友が丘、友が丘作業所、たから介護サービス、ケアスペースひだまり、あいケアセンター神戸、ほっとぽっと介護事業所、ゆいまーる神戸、KOBE須磨きらくえん、ライフスペース・プロペラ、グループホーム ひまわり、ワークホーム須磨、
萌友-for you、ヨハネ小規模作業所、すまいるフレンズ、Withくれよん、wamくれよん、じゅうしん須磨寺、ジョイント、せいれいやさかだい、ゆうとぴあわーくす、㈱ジルベルト、すま障害者地域生活支援センター、いたやど障害者地域
生活支援センター、こころわ、パイオニア、ぽん酢工房、ドリーム10・ブルドッグ、キツツキの森、ミルキー、すこやかキッズランド須磨、しんじゅ、デイほすぴす、ビリーブ　あんしんすこやかセンター・あんしんすこやかルーム　白川、名谷、妙法寺、
名谷南、東須磨、離宮、たかとり、西須磨、ルームいろは、ルームコスモス、ルーム若草、ルームおひさま、ルームひだまり　医院・医療関係　須磨区医師会、須磨区歯科医師会、須磨区薬剤師会、新須磨病院、野村海浜病院、神戸医療センター、
尾原病院、八十嶋病院、須磨浦病院、須磨裕厚病院、高橋病院、おかだクリニック、加地医院、小泉内科循環器科、坪井クリニック、宮本医院、長谷川医院、道下クリニック、大路外科医院、村上内科、高石内科クリニック、石川神経科診療所、
梶川眼科医院、林産婦人科、益子産婦人科医院、友岡泌尿器科医院、中野泌尿器科、水守外科えり皮膚科、杉村歯科医院、のぶ歯科クリニック、中山薬局、ポラリス調剤薬局、わ薬局　法人　神戸流通センター連絡協議会、㈱フェリシモ、
宮野医療器㈱、三菱電機システムサービス㈱、㈱エス・ディ・ロジ、旭食品㈱、㈱ケーエスケー、津田産業㈱、梅田運輸倉庫㈱、加藤産業㈱、㈱ミヤタ、姫路合同貨物自動車㈱、㈱ベル・エキプ、㈱ファミリア、積水ハウス㈱、日仏商事㈱、㈱伊藤園、
モンノ㈱、㈱シャルレ、アルフレッサ㈱、国分西日本㈱、㈱サンブリッジ、ディーアイエスサービス＆サポート㈱、㈱キッズ・ジョイ、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱、板宿開発㈱、リファー
レ横尾事業部、リバティルーム　カーナ、喫茶　青葉、仕出し　あさ多、司法書士吉田博事務所、YETI、大本山須磨寺、綱敷天満宮、豊乃荘、㈱ドラゴンゲート、㈱長谷川鉄工所、㈱日の出造園土木、㈱OMこうべ、㈱川嶋本店、㈱兵庫福祉保険サー
ビス、板宿ガスセンター（福田商店）、金時手打ちうどん、福広商店、ボックサン板宿南店、まるしげ板宿店、宇治園、メゾン・ド・デセール、YOURS、リサイクルショップたすけあい、松井食品、㈱鳥光、㈲井筒屋モータース、和食堂マルサ、
おうどん　くるみ家、ユースプラザKOBE・WEST、井戸書店、石津文具店、黒田蒲鉾商店、丹元商店、コペンハーゲン、ローソン板宿戎３丁目店、コープ須磨、コープ北須磨、コープ白川台、コープミニ須磨寺、コープミニ南落合　市、区役所・
公共施設　須磨区役所、北須磨支所、須磨区民センター、北須磨文化センター、南須磨公民館、神戸市立須磨海浜水族園、須磨離宮公園、須磨警察署、須磨消防署、須磨税務署、須磨年金事務所、須磨体育館、建設局 西部建設事務所、
神戸市交通局名谷業務ビル、神戸市バス落合営業所、水道局 西部センター、神戸市水道サービス公社、兵庫県立工業技術センター、兵庫県環境研究センター、環境局須磨事業所、落合クリーンセンター、神戸県民センター　街頭募金協
力団体　大黒児童館　子どもヘルパー、落合児童館　子どもヘルパー、竜が台小学校、竜が台中学校　生徒会、須磨ネット連絡会、高倉台児童館　子どもヘルパー、高倉台婦人会、高倉台連合自治会、滝川中学校・高等学校 インターアクトクラブ、
マリスト国際学校、神戸星城高等学校　生徒会、兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校　生徒会、神戸市立須磨海浜水族園、横尾老人クラブ、須磨区自立支援協議会

（敬称略・順不同）※紙面都合上、一部団体名つきまして略称を使用させていただいております。また、個人でご協力いただいた方につきましては、省略させていただいております。ご了承ください。多くの皆さまのご協力に感謝いたします。

事前学習事前学習事前学習

街頭募金運動街頭募金運動街頭募金運動

期間拡大の取り組み期間拡大の取り組み期間拡大の取り組み

たくさんの方にご協力いただいています！ Pick Up!!Pick Up!!
竜が台小学校５年生の皆さんは、赤い羽根共同募金運動の事前学習から
はじまり、街頭募金、その後授業をつうじて募金の使い方を考えました。
子どもたち自らお互いの顔の見えるまちづくりを考案し、ひとり暮らし
高齢者等を対象とした子ども喫茶を校内で実施しました。また、子ども
たちが作った“町のシンボル地図”の発表もあり、まちづくりの楽しさ
を実感しました。

知る（事前学習） 気づく（街頭募金） 考える（授業） 行動する（こども喫茶）

中間報告中間報告

表彰おめでとうございます表彰おめでとうございます表彰おめでとうございます
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