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＊２面＊＊２面＊
●ボランティア養成講座

＊３面＊＊３面＊
●あんしんすこやかルーム「ひだまり」
●落合児童館
●東北地方太平洋沖地震災害救援募金のお知らせ

＊４面＊＊４面＊
●赤い羽根・歳末たすけあい募金運動報告
●手話入門講座報告
●講演ライブ報告
●善意銀行

＊１面＊＊１面＊
●障がいのある人もない人も
　地域で安心してくらせるまち

障がいのある人もない人も地域で安心してくら
せる「共に住み続けたくなるまち」をめざして、
地域自立支援協議会を設置しています。この地
域自立支援協議会は、福祉・医療・保健・教育・
労働など様々な団体・関係機関や地域の方々が
参加・連携し、官民一体となって、情報共有・
意見交換・課題解決を図っています。

須磨区内には2カ所の「障害者地域生活支援センター」が
あり、障がいのある方が地域で生活するための、さまざま
な相談をお受けしています。具体的には、障害福祉サービ
ス等の案内や利用のお手伝い、適切な専門機関の紹介・情
報提供を行います。また、日常の悩みなどを一緒に考える
相談機関です。さらに、須磨区地域自立支援協議会の事務
局を担っています。

「ピア」=「仲間」。障がい
のある人と地域の方がつ
ながることの出来る場所
づくりを目指します。

ピアサロン

発達障害者を対象に、小
グループでSST（ソーシャ
ル・スキルズ・トレーニ
ング）を行っています。

ドンキー

水族園での交流会

自主製品の販路拡大と質
の向上をめざしています。

すまいんど

作業所・事業所の合同バザー

障がいのある子どもを育
てる保護者の交流場所を
設置しています。

親子プロジェクト

音楽セラピーの体験 実技を含めた「痰吸引」の研修会

支援者の資質向上のため
の勉強会を開催していま
す。また、区民のみなさ
ま向けの講演会等を企画
します。

まなぼー！！
障がいのある方の「就労」
について情報交換を行い、
ネットワーク作りを図っ
ています。

「就労支援」プロジェクト

離宮公園での清掃実習

須磨区地域自立支援協議会
6つのプロジェクト

日常の悩みなどを一緒に考える相談機関
すま障害者地域生活支援センター

電話：795-1453
住所：須磨区中落合 2丁目 2-8
　　　ワコーレ須磨名谷ステーションマークス 1F

（運営：須磨区社会福祉協議会）

いたやど障害者地域生活支援センター

　　　　　電話：731-5277 
　　　　　住所：須磨区戎町 3-5-1

（運営：ヨハネ会）

須磨区社協だより

2011年 春号

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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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：4月7日：北須磨支所保健福祉課
　　　　5月5日：須磨区役所健康福祉課
　　　　6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・東落合・菅の台・南落合・北須磨・

竜が台・妙法寺・多井畑・若草・花谷・若宮小学校、横尾
中学校、青陽須磨支援学校小・中学部

内　容 =  なかよし学級・校外学習補助、学校内障害児・給食介助など

B、登・下校介助ボランティア
①日時 = 月・水・木曜　授業終了後
　場所 = だいち小学校～たかとり児童館
　内容 = 小2男児の下校介助
②日時 = 金曜日名谷駅・8時35分
　内容 =  須磨北中学校生徒（中3男子・車いす使用）・神戸市総合

教育センターまでの付き添い
③日時 = 月・木曜　17時～
　場所 =  飛松中学校～板宿
　内容 = 中2女子の下校介助

C、ちょこっとボランティア
内　容 =  高齢者施設などで趣味指導（囲碁・将棋、書道他）・　　

高齢者・障がい者の通院介助・高齢者施設でのお話相手
　　　　 障がい者施設でのお散歩ボランティア他
　　　　 ※日時はボランティアの日程による

D、障がいのある方の外出介助他
①日時 = 日・祝　10時～ 15時
　場所 = 余暇活動場所
　内容 = 18歳男性
②日時 = 土・日　午前～お昼（時間相談）
　場所 = 喫茶店等でお話相手
　内容 = 40代前半女性

　申　電話かFAXで下記へ。

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

春です！！　ボランティアしてみましょう！！
ボランティア養成講座

　　　　　はじめてのボランティア ～高齢者施設編～
　ボランティア活動を始めてみませんか。高齢者の気持ちを理解し、実
際に体験してみましょう。

日　　程 内　　　容 場　　所
4月26日（火）
　10：00
　 ～ 12：30

「ボランティアとは」
　講　師：mottoひょうご
　事務局長　栗木　剛 氏
「高齢者の理解」
　講　師：神港園サニーライフ白川
　相談員　村上　小百合 氏

須磨区民センター 3階
第2会議室

　13：30
　 ～ 16：00

施設見学と体験
ふりかえり

体験先：デイサービス実施
　　　　事業所
須磨区民センター 3階
第2会議室

対　象：原則としてボランティア初めての方
定　員：15名（申込み多数の場合は抽選）
その他：ボランティア市民活動共済加入費として500円

スクールボランティア
～障がいのある子どもたちをサポートするために

一歩を踏み出しましょう～
スクールボランティアとは…
　地域の小・中学校で学ぶ障がいのある児童・生徒への支援活動です。

日　　時 内　　　　　容 場　所

第1回 5月25日（水）
13：30～16：00

子どもに関わるボランティア活動について
　講師：あしやNPOセンター事務局長
　　　　　　　　　　　　　海士　美雪  氏
※保育ボランティアと合同

須磨区民
センター
第3会議室

第2回 6月1日（水）
13：30～16：00

発達障害等のある児童・生徒への支援
　講師：たまも園施設長　松本　恵美子  氏

須磨区民
センター
第3会議室

第3回 6月2日～14日
希望日の午前 小学校等での体験実習 須磨区内

小学校他

第4回 6月15日（水）
13：30～16：00

元なかよし学級教諭・先輩ボランティアを
招いて交流会

須磨区民
センター
第3会議室

対象： 上記のボランティア活動に興味のある方（現在スクールボランティ
ア活動中の方も可）

定員：30名（申込み多数の場合は抽選）

保育ボランティア
児童館で親子がプログラムに参加して
いる間、弟妹の乳幼児を保育していた
だくボランティアの養成講座です。

日　　時 内　　　　　容 場　所

第1回 5月25日（水）
13：30～16：00

子どもに関わるボランティア活動について
　講師：あしやNPOセンター事務局長
　　　　　　　　　　　　　海士　美雪  氏
※スクールボランティアと合同

須磨区民
センター
第3会議室

第2回 6月1日（水）
10：00～12：30

子どもの成長に大切なこと
　講師：神戸松蔭女子学院大学教授
　　　　　　　　　　　　　山口　照代  氏

須磨区民
センター
第3会議室

第3回 6月7日～10日
希望日の午前 児童館での体験実習 須磨区内

児童館

第4回 6月15日（水）
10：00～12：30 児童館館長を招いて交流会

須磨区民
センター
第3会議室

対象： 上記のボランティア活動に興味のある方（現在ボランティア活動
中の方も可）

定員：30名（申込み多数の場合は抽選）

その他の相談窓口
●「障がいのある子どもを持つ親のグループピアカウンセリング」 ※予約制
日　時：5月14日（土）　　

いずれも
　　　　6月18日（土）　　

10：30～ 12：00
　　　　7月 9 日（土）　
場　所：すま障害者地域生活支援センター
問：すま障害者地域生活支援センター　TEL795-1453
●「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）



２０11年（平成２3年）4月発行　第68号 3

「だるまさんが」（作・絵/かがくいひろし）

出版社／ブロンズ新社

絵本マイスター　　　が伝える“絵本のすばらしさ”

須磨区社協のホームページへようこそ！

http://www.suma-shakyo.or.jp/

赤いランドセルをクリックすると児童館のご案内や
児童館だよりをご覧になれます
｢子どもの遊び場マップ｣や｢こべっこランド｣のＨＰ
へもリンクしています

インターネットで子育て情報を検索しよう

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～

きたすまあんしんすこやかセンター

あんしんすこやかルーム「ひだまり」あんしんすこやかルーム「ひだまり」
　あんしんすこやかルーム「ひだまり」は市営竜が台住
宅内の一室にあります。「ひだまり」という名前にふさ
わしく、太陽の光もよく入り、明るい部屋です。着任し
たばかりのスタッフ、福井さんも「こんにちは！」と明
るい声と笑顔で迎えてくれました。オープンは23年の1
月末、「今は住民のみなさんに私の顔を覚えていただく

ために、日々頑張っています。竜が台に来て、住民の
皆さんから挨拶をして下さるのがうれしい。」と福井さ
ん。「自分がされて、いやなことはしない。してもらっ
てうれしいことを人にする。明るく前向きに！」をモッ
トーにこれからのルーム活動を充実していく予定です。
○開設時間…月・水・金曜日　10時から16時
　　　　　　※祝日・年末年始はお休みです。
○開設場所…市営竜が台住宅　9号棟202号室
○電話番号…795－1940

きたすまあんしんすこやかセンター　TEL.795 － 8181　FAX.797 － 8054

●子どもを育む現場から

落 合 児 童 館

　～人にやさしい児童館～
　落合児童館は、地下鉄名谷駅が最寄り駅で、須磨パティオから東へ徒歩3分
の所にあります。団地に囲まれ、道路よりも数メートル高い位置にありますの
で、子ども達が安全に過ごすことができるとてもよい環境にあります。
　すぐお隣りに花谷地域福祉センターがあり、常に地域のどなたかがセンター
にいらっしゃり、何かあればすぐに声を掛け合ったり、一緒に大きな行事に取
り組んだりしています。
　子ども達が地域の一員として、地域の方や高齢者の役に立つ活動を通じて、
思いやりの心を育んだり、人の役に立つ喜びを感じて、ボランティア精神を育
てる目的で、一昨年から子どもヘルパー活動がスタートしています。
　赤い羽根共同募金活動に参加したり、児童館や福祉センターの大きな行事の
時にはお手伝いをしたり、大きな役割を果たしています。お年寄りや地域の
方々から「ありがとう」、「がんばって」と声をかけられ、子どもヘルパーさん
も色々なことに挑戦しています。
　このような活動を通じて、子ども達に人を思いやる気持ち、優しい気持ちが
育ってくれたら・・・と考えています。
　児童館では、季節に応じた様々な行事を行っています。ぜひあそびに来てく
ださい。

　どんなに泣いている子どもも、この絵本を読んであげ
ると、にっこり笑ってくれる魔法の絵本（？）です。
　だるまさんの動きや表情・擬音語だけのシンプルな絵

本は、小さな子どもにもわかり易く、読んでもらいなが
ら、表情や動きをまねっこしたくなります。
　「だるまさんが」「だるまさんの」「だるまさんと」と、
思わず笑顔になってしまうだるまさんシリーズは、子ど
もの心をつかむ今人気の絵本です。

〒₆₅₄︲₀₁₅₄
神戸市須磨区中落合 1-1-25
TEL 791 － 7644

“ほがらか”推進員　福井さん

神戸市社会福祉協議会からのお知らせ

東北地方太平洋沖地震災害救援募金
ご協力をお願いします

東北地方太平洋沖地震災害救援募金
ご協力をお願いします

募金募集期間：平成23年5月31日（火）まで

■募金振込先　銀行・支店名  ：  みなと銀行　神戸駅前支店
　　　　　　　口 座 番 号  ：  普通 １６３６９９６

　　　　　　　口 座 名 義  ：  神戸市社協　災害救援募金Ｂ

　　　　　　　【お問い合わせ先】　神戸市社会福祉協議会　広報交流部　広報交流課内
　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティア情報センター　電話：０７８－２７１ｰ５３０６

◆募金情報は本会ホームページからでもご覧になれます。http://www.with-kobe.or.jp/

※この募金は寄付金控除の対象ではありません。

■須磨区社会福祉協議会窓口に募金箱を設置しています。

フ リ ガ ナ　　　　　 コウベシシャキョウ　　サイガイキュウエンモキンビー

みなと銀行各支店・出張所・ATMの
振込手数料は無料です。（自動サービ
スコーナーATMの時間外の取扱いに
は手数料がかかります。）

餅つき大会 赤い羽根共同募金活動
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「手話入門講座」報告

赤い羽根・歳末たすけあい募金運動報告

「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）発行しています。

【使用済み切手】
・石川　理沙 ・コープ白川台　福祉サークル　やまもも
・内藤　利恵子 ・さわやかくらぶ
・水谷　正子 ・サポート須磨あんしんすこやかセンター
・久納　和子 ・北須磨婦人会
・藤元　節子 ・指定居宅介護支援事業所　ひといき
・西尾　洋子 ・すま障害者地域生活支援センター
・のばらグループ ・サポートはな
・すずめの会 ・匿名 16件
・JLC兵庫　須磨少年部

「善意銀行」は、みなさんの善意を寄付としてお預かりし、区内の福祉に役立てる善意の窓口です。
　　例えば・・・　●お祝いごとや香典のお返しに代えて
　　　　　　　　　●バザーやおまつりの収益金の一部を
　　　　　　　　　●誕生、結婚、就職、退職などの特別な日の記念に
　　　　　　　　　●つり銭募金や貯金箱にたまった小銭を

　平成22年10月6日～平成23年3月
9日にかけて全20回の手話入門講座
を大黒地域福祉センターで開催しま
した。
　最終回では、「うさぎと亀」・「桃太
郎」・「マッチ売りの少女」の手話劇
を3グループに分かれて、受講生の
みなさんが発表しました。
　講座以外にも聴覚障がい者の方々との交流会や講演会を通して、伝
えることやつながることの大切さや学んだ受講生からは、「今後も学
習を続けていきたい」・「聴覚障がいの方に自分からすすんで声かけを
していきたい」などの感想がありました。

●預託者●
平成22年12月～平成23年2月末までの寄付・寄贈者（敬称略・順不同）
【金銭等】 【物品等】
須磨区連合婦人会 新日本婦人の会 毛利
横尾自治会管理組合連絡協議会 サポートはな 岩崎　耕造
須磨区佛教会 横尾健康地蔵
北須磨婦人会 西澤　寅夫
（株）神戸ニュータウン開発センター 脇坂　敬一郎
須磨区自治会連合会 土井　博勝
須磨区民生委員児童委員協議会 匿名　2名

　昨年10月1日から実施いたしました「赤い羽根共同募金」・
「歳末たすけあい募金」運動では、住民自治組織・婦人会・民
生委員児童委員・老人クラブ・学校・施設事業所など、須磨
区の皆さまから下記のとおりたくさんの善意をいただきました。

募金総額・・・・・・8,192,634円
　寄せられました募金は、下記のように配分いたします。

　 ・赤い羽根募金配分金額・・・・・・・・6,149,634円
須磨区内の高齢者や障がい者の福祉、子育て支援など、地域のさまざま
な福祉活動の充実に役立てられます。

　 ・歳末たすけあい募金配分金額・・・・・2,043,000円
須磨区内の高齢者のふれあい給食活動や友愛訪問グループ活動、小規模
作業所の活動支援に役立てられます。

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
高橋病院
野村海浜病院
井上こども医院
小泉内科循環器科
高石内科クリニック
建石医院
てい小児科
中西医院
長谷川医院
宮本医院
村上内科
大路外科医院
梶川眼科医院（板宿）
林産婦人科
安江整形外科
石川神経科診療所
中野泌尿器科
あんざき接骨院
中野接骨院
杣整骨院
安東歯科

井上歯科医院
杉村歯科医院
西端歯科医院
西村歯科診療所
板宿銀映通商店街振興組合
板宿新町商店街振興組合
板宿本通商店街振興組合
須磨寺前商友会
須磨パティオ名店会
月見山公設市場協同組合
ビバタウン板宿専門店会
ビバタウン板宿ビル管理組合
若宮商友会
神戸流通センター連絡協議会
（株）長谷川鉄工所
（有）井筒屋モータース
板宿ガスセンター
（株）スナガワ
（株）ドラゴンゲート
M's Salon
（株）日の出造園土木
（株）兵庫福祉保険サービス
仕出し弁当　あさ多
司法書士　吉田博事務所
須磨寺

豊乃荘
野田電気（株）
兵庫明光販売（株）
（株）神戸ニュータウン開発センター
グリーンリーフ高倉
愛の園
神戸聖隷福祉事業団
須磨浦の里
すま松の郷
離宮ハイツ
介護サービス・ウェルビー
介護デイサービス須磨海浜
（株）mi-kittyミキティ訪問介護事業所
（株）ケアプランニング安居
コンフォート須磨の森
サポートはな
そよ風
たから介護サービス
ほうれん草
離宮高齢者介護支援センター
須磨ネット連絡会

（敬称略　順不同）

ドラゴンゲート 様

須磨区内に練習場をお持ちのプロレス団体ドラゴンゲート様が、平成21年度から
試合会場等でチャリティー活動を行ってくださり、収益と合わせて多額のご寄付を
いただいております。

　３月５日（土）パティオホールにて開催しました。
　「勇気と元気をもらいました」「新しい出会いに感謝しています」
「これから私も笑顔を心がけ
ます」といった感想がたく
さん寄せられ、中には涙す
る方もいらっしゃいました。
　生きていくことの素晴ら
しさを力強くご講演いただ
き、会場は感動の渦に包ま
れました。

増田太郎　講演ライブ増田太郎　講演ライブ
～それでも＜絶望＞しなかった理

由（わけ）～～それでも＜絶望＞しなかった理
由（わけ）～

報告

手話劇：うさぎと亀

善意銀行
みなさまのやさしさを、

ぜひ善意銀行にお寄せください。

◆平成22年度 赤い羽根共同募金　大口寄付事業所（3,000円以上）◆

須磨裕厚病院・県立こども病院・高橋病院・若宮病院・神戸医療センター・須磨浦病院・尾原病院・北
須磨病院・野村海浜病院・飯尾医院・折山医院・佐々木医院・羽渓医院・平松医院・松本クリニック・
明芳外科医院・大路外科医院・水守外科・三輪外科・井石眼科・いでい眼科・太田眼科・梶川眼科医院（関
守町）・林産婦人科・あさだ整形外科クリニック・稲守耳鼻咽喉科医院・中野泌尿器科・岡本接骨院・奥
山接骨院・きたすま接骨院・げんき整骨院・にこり整体整骨院・藤本接骨院・まちの整体整骨院・名谷
接骨院鍼灸院・杣整骨院・愛幸動物病院・大矢動物病院・北須磨動物病院・まつおかアニマルクリニック・
山口獣医科医院・山名獣医科・大石歯科医院・河田歯科医院・木村歯科医院・杉村歯科医院・津田歯科医院・
西村歯科診療所・新原歯科クリニック・前川歯科医院・神戸流通センター連絡協議会・喫茶　青葉・ゑ
び須タクシー（株）・須磨区内コープ各店・開発管理事業団・環境局須磨事業所・建設局西部建設事務所・
神戸市公園緑化協会・神戸地方法務局須磨出張所・シーパル須磨・水道局西部センター・須磨区民センター・
須磨警察署・須磨税務署・須磨体育館・須磨図書館・須磨年金事務所・須磨離宮公園・高倉会館・県立
工業技術センター・兵庫県環境研究センター・南須磨公民館・名谷テニスガーデン・名谷南会館・愛の園・
あいハート須磨・いきいきの郷・グリーンリーフ高倉・神戸愛生園・神戸聖生園・神戸友生園・コスモス苑・
須磨在宅福祉センター・北須磨保育センター・神港園サニーライフ白川・離宮高齢者介護支援センター・
須磨シニアコミュニティ・すま松の郷・すみれ苑・ヨハネ寮・和光園・あいケアセンター・（資）アエル・
アミカ須磨介護センター・エリーネス須磨・エリーネス須磨（介護の家）・かいごステーションこすもす・
輝介護センター・キャンディタフト月見山・ケアスペースひだまり・（有）コスモサービス・駒どり白川
台会館・在宅緩和ケアセンター　ケアプランほすぴす・（株）サークルライフ・神鋼ケアライフ・すいと
ぴー須磨・ゼフィール白川・たから介護サービス・ツクイ北落合・なのはな高倉台・ニチイケアセンター
板宿・ひといき・ヒューマンライフケア板宿の湯・ふれあい介護センターMGS名谷・訪問看護ステーショ
ンわたぼうし・ほっとぽっと介護事業所・パナソニックエイジフリー  神戸ケアマネジメントセンター・
まんてん堂デイサービスセンター東須磨・もみじ須磨訪問看護ステーション・ライフパートナー・リペ
ロスタジオ　リハリハ・withくれよん・板宿地域生活支援センター・小春日和・すまいるフレンズ・友
が丘作業所・ワークホーム須磨（敬称略　順不同）

平成22年度　赤い羽根共同募金募金箱設置協力事業所

掲載させていただいた団体・企業の方以外にもたくさんのご協力をいただいております。本当にありがとうございました。

多額のご寄付をいたいた団体のご紹介


