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郵便局で振り込みができます。
（加入者負担の払込取扱票なら手数料は無料です。）

　　口座番号：1100－8－10532

　　名　　義：神戸市須磨区共同募金委員会

職場のみなさんに募金を呼びかけます。

園、学校で児童生徒のみなさんに
募金を呼びかけます。

窓口やレジに募金箱を
設置しておりますので、
ご協力お願いします。

須磨区共同募金委員会で受け付けております。

　須磨区社会福祉協議会（須磨区役所2階）
☎731－4341（内線313）

　北須磨支所保健福祉課管理係（名谷センタービル5階）
☎793－1313（内線302）

駅前やイベント会場などで、募金を呼びかけます。

募金活動予定

10月 1 日（金）　15：30～ 17：00　板宿商店街にて
10月23日（土）　10：00～ 16：00
　グリーンフェスタこうべ2010（総合運動公園にて）
11月13日（土）　11：00～ 15：00
　すまいんど（須磨パティオ買い物広場にて）

赤い羽根共同募金にみなさまのご協力を心よりお願い申し上げます赤い羽根共同募金にみなさまのご協力を心よりお願い申し上げます

http://www.akaihane.or.jp

・ひとりぐらし高齢者給食会への助成
・友愛訪問活動への助成
・老人クラブ連合会への活動助成
・子ども会連合会への活動助成
・児童館行事への助成　　　　など

みなさまからお寄せいただいた募金は、高齢者福祉・障がい者福祉・子育て支援など、
さまざまな区内の地域福祉活動に役立てられています。

・障害者福祉団体への活動助成
・障害者小規模作業所への助成
・介護者の会への活動助成
・民生委員児童委員活動助成　　など

＊２面＊＊２面＊
●活動助成金の受付について
●“すまいんど”

＊３面＊＊３面＊
●妙法寺児童館
●あんしんすこやかルーム
　　　　　　　「若草」

＊４面＊＊４面＊
●あいあいのわっ！10（報告）
●スクールボランティア
　　　　　　  交流会（報告）
●善意銀行

＊１面＊＊１面＊
●共同募金にご協力を！

バッジ募金、カード募金にも
ご協力お願いします。

バッジ

図書カード

スルッと
KANSAI

須磨区社協だより

2010年  秋号

発  行 社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会

　須磨区社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設立され、
社会福祉の発展を目指して活動している民間の団体です。
　「こすもす」は赤い羽根募金の配分金を活かし、年に
４回発行しています。

〒6５４-８５７０　須磨区中島町１丁目１－１　須磨区総合庁舎内
TEL 73� － 434�（代表）内線 3�2 ～ 3�4　  FAX 736 － 4486
ホームページ　http://www.suma-shakyo.or.jp
電 子 メ ー ル　info@suma-shakyo.or.jp

広告を募集しています 広報紙「こすもす」では、広告を掲載してくださる広告主様を募集しています。掲載料等の詳細は
須磨区社会福祉協議会までお問い合せください。
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すまいんど
●須磨区地域自立支援協議会　合同バザー
　「すま」と「心（マインド）」をあわせた楽しい催し「すまいんど」！
　須磨区内の作業所・事業所の仲間が心をこめて作った素敵な商品を販
売します。
　たくさんの方のご来場をお待ちしています。
日　　時：11月13日（土）11：00～ 15：00
場　　所：須磨パティオ買い物広場（市営地下鉄名谷駅下車すぐ）
内　　容：須磨区内の作業所・事業所の手作り製品の販売、イベントなど
問　　合：「すまいんど」実行委員会事務局
　　　　　すま障害者地域生活支援センター
　　　　　TEL 795-1453　FAX 795-1454

相談窓口　※申込みは必要ありません。（相談無料）

●心配ごと相談
日　時：毎月第1・3（火） 13：00～ 14：30（祝日休）
場　所：須磨区役所2階  須磨区社会福祉協議会
　　問：須磨区社会福祉協議会TEL731-4341（内線313）

●子育て相談室
日　時：毎月第1（木） 10：00～ 12：00
場　所：10月7日：北須磨支所保健福祉課
　　　　11月4日：須磨区役所健康福祉課
　　　　12月2日：北須磨支所保健福祉課
　　問：須磨区主任児童委員連絡会事務局TEL731-4341（内線303）
　　　　河野主任児童委員 TEL742-1210 

　ボランティア活動者募集
A、スクールボランティア
日　時 = 平日（時間は学校ごとに異なる。応相談）
場　所 =  だいち・東須磨・西須磨・菅の台・南落合・東落合・若草・

竜が台・妙法寺・多井畑・若宮小学校・青陽須磨支援学校・
小中等部

内　容 =  なかよし学級補助、学校内障害児介助、給食介助、校外学習
補助ほか

B、登・下校介助ボランティア
①日時 = 火・水・金曜日　授業終了時間（曜日により下校時間違う）
　場所 = だいち小～たかとり児童館
　内容 = 小1男児の下校介助
②日時 = 曜日相談　授業終了時間（曜日により下校時間違う）
　場所 = だいち小～大黒児童館
　内容 = 小3男児の下校介助
③日時 = 月～金曜日　登校：8時30分～　下校：授業終了時（曜日で違う）
　場所 = 登校：自宅（東落合2～東落合小）　下校（東落合小～落合児童館）
　内容 = 小2男児（車いす使用）の登下校介助
④日時 = 火曜日　14時30分～
　場所 = 高倉台小～自宅（多井畑南町）
　内容 = 小4男児の下校介助
⑤日時 = 木曜日・15時45分～
　場所 = 飛松中学校～板宿
　内容 = 中1女子の下校介助

C、ちょこっとボランティア
内　容 =  高齢者・障がい者・障がい児からの依頼（お散歩ボランティア・

通院介助カーボランティアほか）

　問　　 須磨区ボランティアセンター TEL 731-8922  FAX 736-4486

●助成金情報
●県民ボランタリー活動助成申請受付
対　　象： 県民ボランタリー活動助成にエント

リーし、決定通知書を受理されたグ
ループ

　　　　　※ 今年度のエントリー申請期間は終了
しました。

内　　容：兵庫県社会福祉協議会の助成金です。
　　　　　 エントリー決定通知書を受理されたグルー

プは、下記の申請条件を満たした時点で申
請書を提出してください。

助成金額： エントリー受理数により、助成額を決定（3
万円が上限で減額の可能性があります）

≪申請条件≫
① 平成22年4月1日～平成23年3月31日の間で、ボランタリー
活動（事業）を12日以上実施
②助成金の2倍以上の対象経費の支出

申請期間：平成22年11月1日（月）～平成23年3月31日（木）

●須磨区地域福祉ボランティア活動助成
　申請期間が変更になりました。詳しくは、冬号にて
ご案内いたします。
申請期間：平成23年1月17日（月）～ 2月28日（月）

ボランティアグループ紹介
●古切手整理ボランティア
　須磨区ボランティアセンターでは、区内
の地域福祉に役立てるために古切手を収集
しています。平成13年に「古切手を整理す
るボランティアをしませんか？」の呼びか
けにより、現在は“古切手整理ボランティア”として、4名で活動され
ています。みなさまの善意の古切手を丁寧に切り取り、外国切手・台紙
なし切手等分類・整理しています。
　活動へのきっかけは、「孫が切手収集をしていて、自分も好きなので
参加しました。」「切手が好きなのと、空いた時間をなにかお役に立てれ
ばと思い・・・」 等々。“切
手が好きだから！！”
の気持ちは全員一致で
した。月1回顔を合わし、
「元気だった？」の一声
から、日頃の生活の情
報交換等、わいわいお
しゃべりを楽しみなが
ら活動するのが、長続
きの秘訣だそうです。

日々の生活の中でできるボランティア

古切手の収集にご協力お願いします！

ボランティアが
整理・分類します。

その他の相談窓口
「市民法律相談」 日時：毎週水（祝日休）12：00～ 15：30
 場所：須磨区役所3階大会議室
「行政相談」 日時：毎月第3月（祝日休）13：00～ 15：00
 場所：須磨区役所3階まちづくり課と支所市民課
問：まちづくり課 TEL731-4341（内線211）

福祉機材の購入や地域
福祉に役立てます。

郵送不可
申請書提出は
お早めに！

昨年の「すまいんど」の様子
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絵本マイスター　　　が伝える“絵本のすばらしさ”

『てがみをください』 （やましたはるお/作、むらかみつとむ/絵）

発行：文研出版

《材料》
　☆フェルト：本体
　　　　　　　（32cm～ 20cm）色はお好みで
　☆はさみ
　☆ボンド

《作り方》
①図の寸法にフェルトを切ります。
持ち手の内側は直線に切り目を入れます。
点線を谷折りにして、ボンドで接着します。
②持ち手を重ねるように半分に折り、前と後
ろのフリンジをかた結びで結び合わせます。
★アップリケは残りフェルトで作ってね !!
★スパンコールやデコレーション
　ストーン etc をはっても素敵です♪

携帯ポーチの製図

■の部分は
　　裁ち落とす。

楽しく英語を身につけるなら、ラボ・パーティで！！

秋の会員募集中！！　　 ０１２０－８０８－７４３

茂木パーティ　須磨区潮見台町
野口パーティ　須磨区千歳町
鍋田パーティ　須磨区大池町

http://www.labo-party.jp

異年齢でのグループ活動を通して、世界の歌や手遊び、英語と日本語で
語られる物語を楽しみながら表現し、コミュニケーションする力を育みます

セ　リ　オ
防災センター

☎078（992）6201

セ リ オ 駐 車 場
キャンパススクェア
防災センター

☎078（793）6604

キャンパススクェア駐車場
須磨パティオ駐車場
管理事務所

☎078（791）7106

須磨パティオ駐車場
西神南駅前 学園都市駅前 名谷駅前

http://www.kobe-ndc.co.jp

定期駐車券 月～金曜 1ヶ月 6,300円より
地下鉄の始発～終電まで対応！ 朝5時～深夜1時すぎまで駅前駐車場

利用者募集中！

高齢者支援！子育て支援！そんな現場からの生の声！
●高齢者を見守る現場から
　～このコーナーでは、須磨区内のあんしんすこやかルームの高齢者見守りの現場を紹介します～

神港園白川あんしんすこやかセンター
あんしんすこやかルーム「若草」あんしんすこやかルーム「若草」
　「あんしんすこやかルーム若草」は市営若草住宅内
の集会所の一室にあります。スタッフの見守り推進
員、山野上さんは22年3月に着任してから、住民の皆
さんと挨拶できることを目標に全戸の訪問をしてい
ます。「高齢者の皆さんが悪質商法などにだまされな
いか心配。おかしいと思ったら、まず相談を。介護
保険についての相談も遠慮なくしてほしい。」と頼も
しい存在です。子どもが捕まえた蝉をみせて「なん
ていう名前のセミか教えて～！」と、対象のお年寄り

だけでなく、子どもからの相談！？もあるそうです。
　取材にお伺いした日は、自治会ボランティアの皆
さんによる「ふれあい喫茶」が開催
されていました。2時のオープンと
同時に、集会室のテーブルはお客様
で満杯に！「あんしんすこやかルー
ムができて、それこそ“安心”して
ます。」「ふれあい喫茶の機会に、普
段会えない方にあえて嬉しい。」と
住民の皆さんから温かく歓迎されて
いる「若草あんしんすこやかルーム」
です。

神港園白川あんしんすこやかセンター　TEL.793-8075　FAX.793-8073

●子どもを育む現場から
妙法寺児童館

いっぱいあるよ！
　　　　　楽しい行事
　妙法寺児童館は、地下鉄妙法寺駅を東に向かって徒歩13分、行基菩
薩開基と伝えられる名刹「妙法寺」の隣に位置し、鶯の鳴き声を楽しめ
る緑豊かな環境にあります。
　妙法寺児童館では、たくさんの楽しい行事を行っています。児童館に
は地域やボランティアの方、経験豊かな職員が時節に応じて行事を計画
しています。小さなお子さんから大人まで、毎年たくさんの参加があり、
好評いただいております。今後もさらに工夫をこらし、より魅力的な行
事を組み入れ、ご利用の皆さまに喜んでいただきたいと願っています。

【遊ぶ・集う】 カプラ、テニス、けん玉、なわとび検定、夏祭り、年末
お楽しみ会

【作る】 プレゼント工作、ビーズクラフト、プラ板工作、絵馬作り、　　
お雛さま作り

【積み上げる】折り紙クラブ
【地域との連携事業】映画会、琴とお茶の会、藍染、クッキング

　男の子の家の赤いポストにカエルが住みついて、
自分に来る手紙を待ち続けるお話です。ポストに入っ
た手紙を無断で読むカエルは、どうすれば僕にも手
紙がくるのか聞くので、僕は手紙をくださいって書
けばいいと教えてあげます。カエルはいちじくの葉っ
ぱに「てがみをください」と何枚も何枚も書くので
すが、いくら待っても返事がきません。カエルが手
紙をもらいたかったのは…。最後はちょっと切なく

なりますが、僕とかえるの交流が素敵です。
　いちじくの緑の葉っぱや、同じ緑色をしたカエル
の絵は、村上勉さんによってやわらかくのびのびと
したタッチで描かれています。
　電話やメールも便利でいいですが、この絵本を読
むと手紙が書きたくなります。読み終わってからも、
余韻が残る、大人にもおすすめの一冊です。

“ハートの熱い”推進員
山野上さん

TEL 743－ 4409
e-mail　myo42@nike.eonet.ne.jp

お年寄りへのプレゼント工作「携帯ポーチ」を紹介します

夏まつりは
　毎年
　　大盛況！

藍染で
ハンカチを
作りました
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「あいあいのわっ！ ’10」報告 「スクールボランティア交流会」報告

「こすもす」は、赤い羽根共同募金の配分金を活かし、年4回（4・7・10・1月）に発行しています。

ありがとうございました。

「スクールボランティア・活動マニュアル（改訂版）」を作成しました！！

こ やす も ち ん の ひ と り ご と

【使用済み切手】
・常盤町３丁目自治会 ・石川　とよこ
・北須磨婦人会 ・石川　理彩
・（有）アタック ・西光　宏夫
・兵庫県理容生活衛生同業組合 ・山本　久雄
・須磨区肢体障害者福祉協会 ・中玉利　博見
・コープ横尾福祉サークルわかば ・井町　美智子
・のばらグループ ・三輪　教子
・離宮あんしんすこやかセンター ・中田　洋子

・岡本　美治
・匿名 16件

金銭・物品・使用済み切手など・・・皆さまからいただいた善意を
須磨区の福祉に役立てます

何気なく捨ててしまっている使用済み切手。
集めて福祉活動に役立てます。収集にご協力ください。

　8月24日（火）の午後、名谷の花谷地域福祉センターで、「あいあい
のわっ！ '10」（主催：あいあいのわっ！実行委員会）を開催しました。
「障害のある人もない人も、一緒に楽しめる活動を通じて、参加者みん
なが交流できる場所をつくり、楽しい時間の中で出会いや気づきのう
まれるイベント」をしようと、今年は落合児童館に来ている子ども達
を中心に自然工作・手芸・さをり織り・おえかきなどを一緒に楽しみ
ました。
　開催に先立ち、8月10日にはNPO法人ほっとぽっとのみなさんが、
「キャラバン隊」と称して、電動車いすで会場を訪れ、子ども達に「あ
いあいのわっ！ '10」をPRしたり、車いすに関するクイズを出題する
など事前交流をしました。
　ワケトンでおなじみのイラストレーター山崎秀昭さんが来てくださ
り、子ども達の絵のそばに絵を描き加えたり、最後はデモンストレー
ションをしてくださり、楽しい壁画が完成しました。
須磨ネットに所属する多くのボランティアグループやNPO法人のみな
さんの協力を得て、参加した子どもも大人も楽しい夏休みの思い出と
なるイベントを今年も開催することができました。

　須磨区内にお住まいの高齢者の
皆さんの作品を展示いたします。
　手芸や絵画、写真など心温まる

作品を、ぜひご覧ください。
【本区】高齢者いきいき作品展

開催日：11月2日（火）～ 5日（金）
時　間：午前10時から午後5時【最終日のみ午後12時まで】
場　所：須磨区民センター　2階コスモギャラリー
問い合わせ：サポート須磨あんしんすこやかセンター
　　　　　　TEL.731-6700

【支所】高齢者わくわく作品展
開催日：11月3日（水）～ 7日（日）
時　間：午前10時～午後4時半
場　所：北須磨文化センター 1F
問い合わせ： 名谷愛の園あんしんすこやかセンター
　　　　　　TEL.797-7988

　日頃、ゆっくりお話しできないスクールボランティアと先生方の交
流を深めていただくために、平成18年より毎年開催しております「ス
クールボランティア交流会」を今年も開催いたしました。
　8月4日（水）だいち小学校・多目的室でスクールボランティア、先生
方と関係者（神戸市教育委員会・神戸市保健福祉局・神戸市社会福祉
協議会等）総勢81人の参加のもと、活発な意見交換・情報交換を行い、
2学期からの活動に繋げる交流をしていただきました。
　「いろんな学校のボランティアさん・先生方のお話を聞くことができ
て良かった」「他校の様子・ボランティアの考えなどを知ることができ
た」との感想をいただきました。　また、「須磨区にはこんなすばらし
い会があるのだと感激しました」との嬉しいお言葉をいただく反面、「時
間が短かったので、もう少し話が聞きたかった」との要望もいただき
ました。
　また、来年の夏休みに、より多くの方に参加いただき、満足してい
ただけるような交流会を企画したいと思っております。

●預託者●
平成22年6月～平成22年8月末までの
寄付・寄贈者（敬称略・順不同）
【金銭等】
北須磨婦人会福祉グループ
須磨区肢体障害者福祉協会
匿名　4名

　平成19年に作成しました「スクールボランティア活動マニュアル」
をより現状に即したマニュアルに改訂しました。
　今回は、マニュアルを
学校編とボランティア編
に分けて作成しました。
　学校編は須磨区内の全
小学校とボランティア活
動中の中学校に配布しま
した。
　ボランティア編はス
クールボランティア活動
者に配布いたします。
　このマニュアルが、よ
り良いスクールボラン
ティア活動のひとつの指
針となれば幸いです。

　問　須磨区ボランティアセンター TEL 73�-8922  FAX 736-4486

古切手は、ボラン
ティアの手により、
整理され、一部は
このようなシート
になります。窓口
にて発売中！

ボランティアからのお願い：切手の周り
を1センチ程余白をとってください。

絵と言葉の大切さ
　月に一度、ひとりぐらしの高齢者の方々に、絵手紙を送らせていただいて
います。

　毎月、絵手紙を書いて下さる、ボランティアの方々
が季節の花や果物、野菜を持ちよって描いて下さって
います。描く方によってその花の表情それぞれ違って
くるんです。こちらにむけたり、ななめにしてみたり、
皆さんいろいろ考えながら・・・。

　人にはそれぞれ個性があるんです。だからそれでいいんですよね。
　絵だけではなく、それに添える“ことば”にも皆さんいろいろと考えてい
て、外出するときにはメモ帳を持って出かけられるそうです。
ふと、思いついた時、感動した時、会話の中での印象に残っ
た言葉などそのつど書き留められていると話されています。
そんなボランティアの方々の絵手紙を机の上に並べ見ている
と、“またがんばろう！”という気持ちになってきます。

・
・
・
・
・

（敬称略・順不同）

北須磨婦人会福祉グループ
須磨区肢体障害者福祉協会

「さをり織り」の様子

「できたよ～！」

改訂した「スクールボランティア活動マニュアル」です。

善意銀行




