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えがおつながる須磨のまちえがおつながる須磨のまち

3月9日（日）14：00〜15：30

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わせください。

広告を募集しています

♪つながりあうハーモニー♬♪つながりあうハーモニー♬
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　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」は赤い羽根共同募金の
配分金を活かし、発行しています。

Vol.76
こすもちゃん

須磨区社協 検索 メール  info@suma-shakyo.or.jp

場　所：須磨区民センター 4階大ホール
定　員：300名 （区内在住・在勤の方、応募者多数の場合は抽選します）

〈須磨フィルハーモニー管弦楽団〉プロフィール

2003年9月『地域の皆さまと共に音楽を楽
しみながら地域の文化発展に寄与する』こ
とを目的に、神戸を中心とした阪神間の音
楽愛好家が集まり発足したアマチュアオー
ケストラ。
昨年、神戸文化ホールにて第10回定期演奏
会を開催し、クリスマスコンサートや室内
楽コンサ―トなど須磨区を拠点に演奏活動
を行っている。

★弦楽器
・モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
・ブリテン：シンプルシンフォニー　など。
★管楽器
・フルート二重奏
　ケーラー：花のワルツ
・ホルン四重奏　など。

はがきに
①氏名（ふりがな）　②郵便番号　③住所
④電話番号　⑤参加人数を記入して下記まで

〒654－8570（住所不要）
須磨区社会福祉協議会「福祉啓発・介護者リフ
レッシュ事業」係

2月14日（金）当日消印有効
※当選結果については、応募者全員に
　はがきでお知らせします。

“ふくし”のまちづくりは“つながりあう”ことから…
今回は“音楽”を通じて“つながり”を感じて頂ければと思います。
いくつもの音がハーモニーを生み出し、素敵な音楽となるように、まずは皆さまで“つながり”あいましょう！

参加無料
申込方法申込方法

申 込 先申 込 先

締 切締 切

新年のごあいさつ

神戸市須磨区社会福祉協議会

理事長　小　池　弘　三

　新年あけましておめでとうございます。
　皆さまには、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　本年も、須磨区社会福祉協議会では、「人と人とのつながり」を大切にしなが
ら、さまざまな事業を通じて「誰もが住み慣れたまちで健康で明るい暮らしができ
るまちづくりの推進」に努めていきたいと考えています。
　当協議会に対しましての、皆さま方の引き続いてのお力添えを心からお願い申し
上げるとともに、本年が皆さま方にとって明るく希望に満ちた年でありますようお
祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

須磨フィルハーモニー管弦楽団アンサンブルコンサート

●当日の演奏曲（予定）●

「ふくし」に興味の
あるみなさまに！ 介護に頑張っておられる皆さんのリフレッシュに！

ボランティアなど福祉の
活

動に頑張ってくださってい
る

皆さんの「ホッと一息」に

手話通訳
あり
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ボランティアセンター お知らせコーナー

須磨
区内で

のさまざまなボランティア活動
スクールボランティア

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済

～ 共済受付でのお願い ～
①名簿を添付されるグループは、３部コピーをお持ちください。
②加入掛金は、１人500円です。釣り銭のいらないようにご用意
　願います。

共済受付でのお願い

● 平成26年度の加入受付 ●
　須磨区ボランティアセンターでは上記の共済の加入受付をしています。
　４月1日からの加入を希望される方は、3月31日（月）までに加入手続き
をしてください。
　平成25年度に加入された方も、3月31日で補償期間が終了しますの
で、加入手続きが必要です。

　【加入受付】
　日時：3月3日（月）～
　　　　月～金曜　9時～16時45分
　場所：須磨区ボランティアセンター
　　　　（須磨区役所３階　
　　　　 須磨区社会福祉協議会内）

　地域のボランティア活動や地域福祉活動に対しての助成金です。 
ボランティアグループや地域福祉団体の組織化、活動の促進を図り、
須磨区民の福祉の向上を図ることを目的にしています。

　落合児童館の「子どもヘルパー」は14人、メンバーは小学3～5年生
です。子どもヘルパーは、児童館の大きな行事にスタッフとして準備
段階から手伝ったり、夏休みには須磨区役所に出向き、乳幼児親子に
喜んでもらえるように夏祭りもしました。11月には須磨パティオ広場
での「赤い羽根共同募金」街頭募金活動を、そして２月には地域の防
災活動に参加する予定です。また、当児童館の行事にボランティアと
して協力している“ユースプラザＫＯＢＥ・ＷＥＳＴ”の中高生とも交流
しました。交流は中高生の企画によるものですが、子どもヘルパーは
中高生が将来の夢や趣味を熱く語るのを興味深く聞き、「どうすれば
ユースプラザで活動できるの？」等の質問も出ました。きっと中高生が

自分達のお手本となる存在と小学生には映ったのでしょう。
　次世代を担っていく
小学生と中高生が、これ
からも交流することで
共に育ちあうことが期
待出来ます。これからの
子どもヘルパーの活動
に、もっとそんな機会を
増やしていきたいと思い
ます。

平成25年度　須磨区社会福祉協議会

須磨区地域福祉ボランティア活動助成

助成金額：１グループ　上限　20,000円
 　　　　　（申請団体数により、減額の場合もあり）
申請期間：１月14日（火）～２月28日（金）
　　　　　３月１日以降の活動実績を含めて申請条件を満たす
　　　　　団体は、１月31日（金）までにご連絡ください。

《申請条件》
①須磨区ボランティアセンターに登録しているグループ（5人以上）
　であること
②須磨区内で年間12日以上の活動を行っており、かつ構成員が
　１人平均６日以上のボランティア活動を行っていること
③特定非営利活動促進法に掲げる活動をしていること
④県民ボランタリー活動助成に助成金交付申請していないこと
⑤自発的な意志に基づく地域福祉の向上に貢献する活動で
　あること

ボランティアしてみませんか！

子どもヘルパー活動　〜落合児童館〜

　地域の小・中学校・支援学校で、
障がい等のある子どもたちの学校
生活をサポートする活動です。

地域で活動いただくボランティ
アグループへの助成金です！
要件を確認してください！

出演ボランティア
　地域のイベントや施設等で、歌や演奏・踊りやマジックなど
さまざまなパフォーマンスを披露していただく活動です♪

ちょこっとボランティア
　ボランティアセンターに寄せられるさまざまな
ご依頼の中から、あなたらしく楽しんでできる活
動を一緒に見つけましょう！！

他にも
いろいろ
活動が
あります

！

ボランティアとは……
だれもが『ふだんのくらしができる幸せ』な社会を実現するために、特別なことでなく、自
分の空いている時間を使って「できることをできる範囲で」する活動です。

須磨区ボランティアセンター　　TEL　731-8922　　　FAX　733-2533須磨区ボランティアセンター　　TEL　731-8922　　　FAX　733-2533申し込み・お問い合せ

安心して活動するために

加入してくださいね！

太田中学校

須磨保育所

平田幼稚園

駐車場

板宿駅

板
宿
駅

市
営
地
下
鉄

妙
法
寺
川

山陽電車

須磨区役所

須磨区中落合1-1-25　　TEL 791-7644 
E-mail  otiai-jidoukan@zeus.eonet.ne.jp

（拠点児童館）
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５回目の開催を迎えた当イベント。
障がい福祉事業所で、障がいのある方が心を込めて
作った素敵な製品を合同バザー形式で販売しました。
地域の方々のご協力のもと、毎年１１月の第２土曜日
に開催しています！

日 時 ： 毎月第４木曜日　11：00 ～ 14：30
場 所 ： 須磨区役所 １階 ギャラリースペース（須磨区大黒町４-１-１）
※出店事業所は毎月持ち回り

　自立支援協議会ってなぁに？
障がいのある方の地域生活を支援するため

に、さまざまな関係機関が参加して話し合う

場だよ。

　“すまいんど”部会って…？
須磨区の自立支援協議会は 5 つの部会に分

かれているよ。“すまいんど”部会はその中

の1つで、障がいのある方々が事業所でつくっ

ている製品の品質の向上と販路拡大を目標に

活動しているんだ。

　書道や絵画やものづくりなどの趣味活動を生きがいにされている高齢者の披露の場として、須磨区内あんしんす
こやかセンターの見守り推進員が主体となり、須磨区民センターと北須磨文化センターでそれぞれ行われました。
　作品を披露するだけでなく、この作品展のために共同で作品を作成することでの「グループづくり」や、作品を
作るために手を動かすことで「介護予防」等にもつながっています。

高齢者作品展ありがとうございました

「Sumacia～すましあ　手づくりひろば～」を
開催しました！！

11月9日土須磨パティオ買い物広場にて

主催：須磨区自立支援協議会
　　 「すまいんど部会」

こすもちゃん豆知識コーナー

「あんしんすこやかセンター」
ってなんだろう？？

高齢者のみなさんが「住み慣れた地域で、
安心して生きがいのある生活」を
おくれるように、様々な活動を
行う相談窓口です。概ね中学

校区に１ヶ所の割合で設置されており、
須磨区内には８ヶ所あります。

「見守り推進員」って
何をする人？？

各あんしんすこやかセンターに
配置されており、地域にお住まいの方々が
「お互いに助け合い、支えあう」ことが

出来る地域づくりのために、
見守り活動など様々な地域活
動の支援をしています。

日にち：11月12日（火）～14日（木）
場　所：須磨区民センター 2階
　　　　ギャラリーコスモール

い き い き 作品展
日にち：11月6日（水）～10日（日）
場　所：北須磨文化センター 1階
　　　　ギャラリー

ふ れ あ い 作品展

アンテナショップ『                        （すまるしぇ）』にて、障がい福祉事業所の
自主製品を販売しています♪

Sumarché

～アンテナショップ『                       （すまるしぇ）』～Sumarché

みなさま、

ぜひお越しください♬♬

お待ちしております

迫力あるステージ♪

イベントに、

お客さんも釘付け！！

「すましあ」のモットーは

“手作り”！！

たくさんの人に製品を

知ってほしいなぁ…

須磨区自立支援協議会事務局
　すま障害者地域生活支援センター
　TEL：795-1453　　FAX：795-1454

「すましあに行けなかった 　　　」…という方にも朗報！！

今年の作品展のようす

「あんしんすこやかセ

ンター」は神戸市における愛

称で、全国的には「地域包括

支援センター」って言う

らしいよ！

地域の

色々な方々と

協力して活動して

るんだって！！

心強いね！！

すごい！
これ○○さん
　　　やん！

ちょっと工夫したら
　こんなん
　　できるんや！

みまもんちゃん
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○心配ごと相談
毎月第１・３　（火）
13：00～14：30（祝日休）
須磨区役所３階　須磨区社会福祉協議会
須磨区社会福祉協議会
TEL 731-4341（内線314）

日　時：

場　所：
お問合せ：

○子育て相談室
毎月第１（木）10：00～12：00
２月６日／須磨区役所健康福祉課
３月６日／北須磨支所保健福祉課
須磨区主任児童委員連絡事務局
TEL 731-4341（内線303）

日　時：
場　所：

お問合せ：

※事前申し込みは必要ありません

11月13日（水）　竜が台中学校１年生のみなさんが「福祉学習」に
取り組んでいる様子をレポートします！

　昨年10月1日から12月31日まで実施しました赤い羽根・歳末たすけあ
い募金では、多くの区民のみなさまから善意を寄せていただきました。
　また、下記のとおり街頭募金を行い、地域の皆さまや学校の皆さまに
ボランティアとしてご協力いただきました。

竜が台中学校では、１年生が地元高齢者関係施設での体験実習に取り
組んでいます。
～竜が台中学校１年生　福祉学習の流れ～
①自分が行く「施設について調べ学習」⇒②福祉についての学習」⇒
③高齢者疑似体験・車いす体験 ⇒④施設実習
　取材にお伺いした日は、１年生全員で「ふくし」の学習と、疑似体験の
お手本実施をしていました。

生徒みなさんの学びが、実をむすんで、「しあわせいっ
ぱいの須磨のまち」になりますように…‥！

「赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動」へのご協力ありがとうございました

使用済み切手預託者 （敬称略・順不同）
常盤町３丁目自治会
神の谷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
NPO法人　ひといき
のばらグループ
北須磨ボランティア
須磨区保護司会
訪問看護ステーション　わたぼうし
(有)西川新聞舗
北須磨婦人会
須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会
吉田博司法書士事務所
喫茶｢青葉｣
500人委員会　板宿会
鈴木整骨院待合室一同
こんにちは友が丘
三伸工業（株）
花谷ふれあいのまちづくり協議会
匿名　47件

井町　美智子
多谷　道子
小山
内藤　利恵子
小滝　ノエ
佐伯
池本　きぬ子
岡本　美冶
中村　信司
吉川　英子
野澤　美津子
渡瀬
𠮷田　有公子

高倉台保育所
須磨区精霊送り会（南部）
須磨区連合婦人会
横尾自治会管理組合
北須磨婦人会
おいでやすカーニバル（切手シート)
おいでやすカーニバル（会場募金箱）
板宿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
北須磨ふれあいのまちづくり協議会
名谷コープ委員会
長谷川鉄工所
匿名１件
匿名１件

【 金 銭 等 】

【 物 品 】

（敬称略・順不同）善意銀行預託者

みまもんちゃんの取材ノート

〜生徒のみなさんの感想から〜

「ふくし」とはふだんのくらしのしあわせ♥
ひとり・ひとりの名前を呼ぶことの大切さ♥
相手を想う、心の優しさをもつ♥ など…

「神
戸市

立竜が
台中学校に潜入！」

みえにくいし
　体がおもい！

真剣な
　まなざし！

相談窓口 相談
無料

板宿商店街

区共同募金委員会役員など　10/1

名谷駅前

神戸市立竜が台中学校　10/10

グリーンフェスタこう
べ 2013

須磨ネット連絡会　10/12

須磨パティオ広場前

神戸市立落合児童館　11/9

ピーコック高倉台店前

神戸市立高倉台児童館　11/16

妙法寺駅前

横尾老人クラブ　12/11

板宿商店街

滝川中学校・高等学校
インターアクトクラブ　11/20

妙法寺駅前

神戸星城高等学校　12/16
ピーコック高倉台店前

高倉台連合自治会（愛の鍋）
12/13、14 須磨寺お大師祭

啓明学院YWCA部　12/20

兵庫県共同募金会マスコット
あかはねちゃん


