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じぶんの町を良くするしくみ

須磨区社協だより 社会福祉法人　神戸市須磨区社会福祉協議会発  行

〒654-8570　須磨区大黒町４丁目１－１　須磨区役所内３階
TEL 731－4341（代表）内線312～315　FAX 733ー2533 秋号 秋号2014年

2014年10月1日（水）～12月31日（水）
赤い羽根共同募金にご協力をお願い申し上げます。

　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.77
こすもちゃん

須磨区社協 検索 メール  info@suma-shakyo.or.jp

募金の方法 街頭募金

バッジやカードなどで

　赤い羽根共同募金は、じぶんの町の高齢者や子どもたち、障がいのある方を支援する福祉活動に助成しています。例えば、須磨区で募金すると須磨区の
だれかのために役立てられます。それに加えて、募金活動を通じて住民相互の「たすけあい・ささえあい」のこころを育み、地域福祉を推進しています。
　これからも「つながりあえる地域づくり」を目標に、募金いただいた区民、寄付者の皆さまの気持ちが配分先に伝わっていくよう、須磨区内の地域福祉活
動への支援を進めてまいります。今年度も「赤い羽根共同募金」に、皆さまの温かいご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●
●

●

…
…

…

戸 別・法 人 募 金
職 域 募 金

学 校 募 金

ご家庭や会社などに募金を呼びかけます。
会社、福祉施設・官公庁など職場を通じてバッジな
どによる募金を呼びかけます。 
「学校募金袋」でご協力をお願いします。

●今年の予定
●10月  1日（水）　板宿商店街　
　※すまぼうがくるよ！
●10月11日（土）　板宿フェア（板宿商店街）
　※すまぼう＆いたやどかりちゃんがくるよ！
　※これ以降も各所で街頭募金の実施を予定しています。是非ご参加ください。

　10月1日から12月31日まで
の募金期間中にお渡しします。
例えば図書カードならば、1000
円ご協力頂くと内500円が募金になりま
す。（※500円分の図書カードです。）

　一人暮らしの高齢者の交流と仲間づくりの
ため、地域のボランティアの方々が各地域の
活動拠点で「ふれあい給食会」を行い、高齢
者の憩いの場となっています。

給食サービスグループ助成事業

　イベントを通じて、地域にお住まいの高齢
者の方々と子どもたちとの交流が図られ、高
齢者の方々の生きがいづくり、子どもたちの
自立・成長につながっています。

世代間交流事業

　須磨区介護者の会「すまいる」
　区内の介護中の方や介護経験者の方々が
集まり、介護者の仲間づくりと地域理解、介護
環境の向上を目指して活動しています。

介護者の会活動助成

　須磨区内にお住まいの70歳以上の方に歩
行杖を1本お渡ししています。
※印鑑と年齢のわかるものを持って「須磨区
社会福祉協議会」または「北須磨支所保健福
祉課」へ直接お越しください。

歩行杖交付事業

　あいあいのわっ！
　ものづくり活動を通して、子どもたちが障
がいのある人や、地域のボランティアの方々
とのふれあいを深める場となっています。

児童健全育成支援事業

振込みで
口座番号：（郵便局）01100-8-10532
口座名義：社会福祉法人兵庫県共同募金会
神戸市須磨区共同募金委員会
※加入者負担の払込取扱票の場合は振込手
　数料が無料です。

共同募金の
使いみちを

取材しまし
た！

郵便局で振込による募金ができます。 窓口で
神戸市須磨区共同募金委員会
須磨区社会福祉協議会
（須磨区役所３階）
電話：078-731-4341
　　（内線314）

※お問い合わせもこちらへ

駅前やイベント会場などで募金活動を行います。

赤い羽根データベース「はねっと」
　お住まいの地域で共同募金がどの
ような活動に役立てられているか調べ
ることができます。
ＵＲＬ
http://hanett.akaihane.or.jp

兵庫県共同募金会マスコット
あかはねちゃん
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ボランティアセンター だより

2014年（平成26年）10月発行　第77号

ボランティアの声♪

　当センター登録
ボランティアの藤井
暁子さんは、腹話術
の出演ボランティア
として活躍中。
　当センターから
の依頼だけではな

く、近隣から多数の出演依頼をいただいているそう
です。
　藤井さんは平成13年からボランティアを始め、今
年の6月にはなんと出演800回（！）を迎えられまし
た！「自分が健康であり、親切であたたかい人々に
囲まれているからこそ続けてこれたのです」と、今
まで出会ってきた方々に感謝されています。
　ボランティア活動ではさまざまな出会いがありま
す。たくさんの出会いの中で自分自身も成長できる…
これもボランティア活動の醍醐味ですね！

出演ボランティア ボランティア紹介コーナー
こすもちゃんの

今回は…この方！
腹話術ボランティア　藤井 暁子さん

自分たちが得意なことを披露することで、お客さんも笑
顔になる…とても幸せな瞬間です。　
この瞬間のために日々練習を重ね、私たちの活動を１人
でも多くの方に知っていただけるよう努力しています。

　「こんな活動してみたい！」「自分にはどんなことができるのかな？」など、
ボランティア活動に関する相談も受け付けています。

　今、地域では、制度の狭間など既存の制
度やサービスでは解決できない課題が多く

出てきています。
　そこで神戸市では平成23年度から順次、地域福祉ネットワー
カーを各区社会福祉協議会に配置し、地域の皆さんと一緒に
なって課題解決に向けたネットワークづくりを行っています。
このたび、平成26年度からは須磨区社会福祉協議会にも配置さ
れることになりました。
　須磨区社会福祉協議会は、「～私たち
のまち、須磨！顔の見える地域づくり
～」をテーマに、地域の皆さんのこれま
での活動を大切に、皆さんとともに考
え、これからの新たな取り組みをお手伝
いします。よろしくお願いいたします！

ボランティア活動は “自分も相手も幸せになる” 活動です。
自分がやりたいこと・得意なことを活かして、ボランティア活動の第１歩を踏み出しませんか？

当センターは、みなさんのボランティア活動を応援します！！

須磨区ボランティアセンター　　TEL　731-8922　　　FAX　733-2533

出演の様子 ( 銭太鼓 )

須磨区自立支援協議会「すまいんど」
Sumaciaに
きてね！
す ま し あ

平成26年4月～
「地域福祉ネットワーク事業」スタート！

地域の皆さんの声をキャッチ、
福祉のまちづくりをすすめるお手伝いをします！

Sumacia 手づくりひろば 開催

日　　時：11月8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：須磨区を中心とする事業所の手づくり製品の販売、
　　　　　ステージイベント
お問い合わせ：「Sumacia」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

　須磨区内の障がい福祉事業所のなかまが、心をこめて作った自主製品
を販売します。また、地域の高校生、施設の利用者や職員の皆さんのご
協力により楽しいステージイベントを予定しています。

ボランティア活動は “人” や “地域” とつながること・・・
詳しくは下記までお問い合わせください！

スクールボランティア
子どもたちに寄り添いながらサポート
することができ、とても楽しく元気が
もらえます。
私のことを覚えてくれて、子どもたち
が笑顔で迎えてくれた時は感動です！ 登下校介助の様子学習補助の様子

ちょこっとボランティア
自分にできる範囲でマイペースに活動して
います。ボランティア活動は、無理せず細く
長く続けていくことが大切ですね！

絵手紙ボランティア活動の様子

•

•

•

•

•
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　就学児同士が学校で行えるように開発された
マッサージで、肌と肌のふれあいを通して相手
とのコミュニケーションを深めます。ふれる⇔

ふれられるは、心を開かないとできない行為ですが、相手の気持ち
を聞いたり感謝の気持ちを表したりという一連の流れから、相手を
察しながら対話できる力を身に着ける効果があり、心を開くスイッ
チを押すきっかけになります。

神戸市立神の谷児童館
協力：西落合防災福祉コミュニティ
　　　神の谷防災福祉コミュニティ

　５月の吉日、９９歳を迎えられた関守町にお住まいのＮ
さんの白寿のお祝いの会が行われました。地域の民生委
員・児童委員の方や友愛訪問ボランティアの皆さまと一緒
にごちそうを召し上がり、オカリナの演奏にあわせて合唱
するなど楽しいひとときを過ごされました。

民生委員・児童委員とは？
　厚生労働大臣から委嘱されており、それぞれの地域におい
て、皆さまの相談に応じながら社会福祉の増進に努める方々
です。
　須磨区は23地区・267名（9月1日現在）おられ、それぞれ
の地域での見守り活動をはじめ、他地域の方々への様々な支
援に尽力されています。

　子どもたちが、地域の中では見守られるという受身的な立場から一
歩踏み出して、地域の中で自分たちのできることを考えて活動し、地

域の方々との関わりの中で温かい心を育
んでいく「子どもヘルパー活動」。今年
度から活動を開始した神の谷児童館では 
“マッサージ・イン・スクール・プログラム”
という日本インファントマッサージ協会の
プログラム

を研修として取り入れ、スキンシップによっ
て地域の方々との交流を図っています。地
域の方々からは「子どものやさしい手が嬉
しかった♥」と大好評。子どもたちも「喜
んでもらえて、自分も笑顔になれた！」「家

族にもマッサージしてあげたい！」と喜びを感
じています。
　このような活動を通して、より一層地域の
方々との絆を深め、このまちに住み続けたいと
思う心が育っていくことを願っています！！

人に役立つ喜びを体験！　子どもヘルパー活動

一口メモ１

スキンシップで地域の人と人の絆を深める

　相談員として民生
委員・児童委員の
方々が区民の皆さまの心配ごと
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。

毎月第１・３週（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312）

開 設 日：

場　　所：

お問い合わせ：

みまもんちゃんの
　　　地域レポート

友愛訪問ボランティアとは？
　地域にお住まいのひとりぐらし高齢者等が住み慣れた地域
で安心して暮らし続けられるよう、お元気確認等をしてくれ
ているボランティアの皆さまです。
　須磨区には合計136グループあり、民生委員・児童委員の
方々と協力しながら地域住民による見守りが出来るコミュニ
ティづくりを支援されています。

一口メモ 2

※事前申込不要
使用済み切手預託者

マッサージ・イン・スクール・プログラムとは・・・

（敬称略・順不同）8月31日現在

【使用済み切手預託者名】 上野 禮子、平 良雄、岡本 美治、平
野 幸子、伊藤、やすだ、山脇、蒔田 由紀子、桜井 俊子、葛城 義憲、
三輪 教子、神の谷ふれあいのまちづくり協議会、カーナ、㈱兵庫
福祉保険サービス、サポート はな、㈱重田工務店、離宮しあわせ荘、
のばらグループ、須磨の浦地域福祉センター、㈲野間アルミ製作所、
神戸市公園緑化協会、新須磨病院、チーム：TEC安２、太陽生命保
険㈱  神戸西支社、すずめの会、コープやまもも、北須磨ボランティ
ア、特定非営利活動法人 神戸市肢体障害者福祉協会、あさひ生
命 西神戸営業所、名谷あんしんすこやかセンター、須磨の浦ふれ
あいのまちづくり協議会、福祉サークル わかば、南落合ふれあい
のまちづくり協議会、訪問看護ステーション わたぼうし、須磨区
母子福祉 たちばな会、ＪＬＣ兵庫 須磨少年部、白川台ふれあいの
まちづくり協議会、ハート介護サービス 小堀、ふれあい喫茶 のい
ちご、神戸市手をつなぐ育成会 須磨支部、中川 つや子、須磨区
心身障害者（児）福祉団体協議会、匿名 45 件

【金銭預託者】 平木 徹、北須磨ボランティア、㈱
mi-kitty 介護事業所、サポートはな、北須磨ふれあ
いのまちづくり協議会、使用済み切手ボランティア、
神戸市生活指導研究会、須磨区・中央区・東灘区
合同ボランティア交流会、福祉啓発・介護者リフレッ
シュ講演会、須磨区民生委員・児童委員協議会、㈲
花鳳ヘルパーステーションウィング、大黒児童館、
西落合地区民生委員・児童委員協議会、都市と山
村をむすぶ会、花谷ふれあいのまちづくり協議会、
神の谷婦人会 北落合支部、須磨区自治会連合会、
西神戸モラロジー事務所、横尾健康地蔵、須磨区佛
教会、ビューティーサロン キミ・ロイヤル、精霊送
りの会（須磨区連合自治会南部）、匿名 5件

　「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。

　須磨区ボランティアセンターへご寄付いただいている使用済みの切手は古切
手整理ボランティアが切手シートや栞にしています。
　その収益は善意銀行に寄付され、須磨区の福祉増進に役立てられます。

（敬称略・順不同）8月31日現在善意銀行預託者心配ごと相談所 相談
無料

みまもんちゃん

地域
の

ちょ
っと
！

いい
話

匿名 1件【物品預託者】

右から２番目がＮさん。規則正しい食事・睡眠と、毎日かかさ

ない30分のウォーキングで、日々を元気に過ごされています。
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平成25年度赤い羽根・歳末たすけあい募金　報告

たすけあい・ささえあいのこころを、ありがとうございました！

【自治会・管理組合】須磨中部自治会、多井畑自治会、南須磨自治会連絡協議会、大手自治会、須磨東部自治会連合会、板宿地区自治会連合会、月見山連合自治
会、高倉台連合自治会、竜が台連絡協議会、横尾6丁目１自治会、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・7・8団地自治会、菅の台連絡協議会、
奥妙法寺自治会、ルネ須磨自治会、権現町自治会、東須磨自治会、須磨浦通1・2丁目自治会、離宮西町自治会、白川自治会、須磨天神町自治会、西須磨東部自治会、
車地区自治会、多井畑東町自治会、白川台自治連合会、南須磨西地区自治連合会、上須磨自治会、フレール須磨たかとり市営住宅自治会、千歳地区連合自治会、フ
レール須磨たかとり県営住宅自治会、東白川台自治会、フレール須磨千歳自治会、寺田町自治会、北須磨団地自治会、県営板宿住宅親睦会、雅会自治会、火の谷親
睦会、松風住宅自治会、シルバーハイツ松風第2住宅自治会、外浜2号棟自治会、南須磨南地区自治会、古川町1・3丁目自治会、市営古川住宅自治会、妙法寺住宅自
治会、サンヴェール須磨妙法寺管理組合、鹿松住宅自治会、緑ヶ丘南部自治会、ルイシャトレ須磨名谷自治会、神戸市営白川住宅自治会、ニューライフ白川台自治管
理組合、南落合1丁目自治会、ガーデンハウス南落合団地管理組合、南落合1団地管理組合、東落合167号棟自治会、東落合3丁目自治会、西落合5丁目自治会、名谷
第33団地管理組合、名谷第14団地管理組合、名谷第15団地管理組合、北落合第１住宅自治会、北落合第2住宅自治管理組合、北落合3丁目自治会、北落合4丁目自
治会、北落合西住宅自治会(３棟)、北落合５丁目自治会、名谷竜が台東住宅管理組合、名谷警察職員待機宿舎自治会、神の谷２丁目自治会、名谷第18団地管理組
合、名谷第21団地管理組合、名谷第25団地管理組合、名谷第27団地管理組合、ガーデンハウス名谷第2団地管理組合、神の谷住宅自治会、名谷コープタウン管理組
合、ガーデンハウス名谷管理組合、新大池東住宅自治会、若草住宅2号棟自治会、須磨八本松自治会、グランドパレス上須磨管理組合、白川台南自治会、高倉町1丁
目東部自治会、一の谷2丁目自治会、東落合住宅【老人会】須磨寿楽会、須磨長寿クラブ、須磨百寿会、宮前福寿会、東須磨永寿会、西須磨百年会、寺一睦会、北須
磨団地寿会、南須磨鶴亀クラブ、高倉台高寿会、ひらた会、戎町えびす会、飛松会、竜が台朗友会、菅の台ひいらぎ会、離宮前クラブ、権現桜寿会、若草楽友会、緑が
丘親睦会、西落合松寿会、南落合寿楽会、東落合シルバークラブ、上須磨明友会、神の谷コスモスクラブ、妙法寺ひまわりクラブ、竜三パールクラブ、離宮南クラブ、
板宿住宅山吹会、中落合1‐2クラブ、フレール須磨クラブ、車長生会、新ほほえみ会、ニューシルバー高倉台、清寿会、須磨東長生会【婦人会】板宿婦人会、東須磨婦
人会、西須磨婦人会、高倉台婦人会、友が丘婦人会、横尾婦人会、神の谷婦人会、竜が台婦人会、北須磨婦人会【ふれあいのまちづくり協議会】神の谷ふれあいの
まちづくり協議会、横尾ふれあいのまちづくり協議会、東須磨ふれあいのまちづくり協議会、花谷ふれあいのまちづくり協議会、高倉台ふれあいのまちづくり協議
会【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】上宝養、板宿町、明神、前池西、永楽、飛平、須磨東部、コスモス、高倉台あじさい、高倉台さつき、てんとう虫、かしの
木、高倉台ひまわり、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、菅の台クラブ、若草ジュニア、白川ジュニア、月見山連合自治会、西須磨
東部自治会、松風住宅、大手町若アユ、杉の子、スリーエンゼル、青い鳥、山畑【ボランティア・地域団体】高倉台きょうだいづくり委員会、母子福祉たちばな会、須
磨区遺族会、ボランティアサークルはなみずき、須磨ネット連絡会、神戸西助け合いネットワーク、介護者の会すまいる、のばらグループ、café鈴、神戸青春の守、こ
んにちは友が丘保護者会、マイフレンド、絵手紙グループほほ絵み、きものリフォームの会、ひろめる会高倉台北グループ、すずめの会、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、多井畑すみれ会、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（千鳥・梅・桜）、大田ふれあい
の会、若宮あじさい給食サービスグループ、千常福寿会、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【幼稚園】須磨みどり、名谷きぼ
うの丘、名谷こすもす、名谷あおぞら、須磨浦、兵庫大学附属須磨、千鳥、西須磨、禅昌寺、大手、育英、神戸YMCAちとせ、神戸女子大学附属高倉台、平田、妙法
寺、北須磨、白川台【保育所（園）】須磨、村雨、たかとり、高倉台、菅の台、竜が台、千歳、東須磨愛児園、北須磨、あじさい、のぞみ、やまびこ、くすの木、すまいる、
名谷みどり【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、菅の台、白川台、妙法寺、落合、横尾、若草、神の谷、松風、竜が台コーナー、西落
合コーナー、南落合コーナー、だいちコーナー【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】鷹取、飛松、横尾、友が丘、東落合、須磨北、白川台、西落合、竜が台、滝川、須磨学園、神戸国際
【高等学校】須磨翔風、滝川、須磨学園、須磨ノ浦女子、神戸国際、北須磨、須磨友が丘、神戸星城、マリスト国際【大学・専門学校・支援学校】青陽須磨支援学校、
神戸女子大学、神戸大学医学部保健学科、神戸総合医療専門学校【商店街・市場】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、若宮商友会、須磨寺前商友会、須磨パティオ名店会、月見山公設市場(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
者】ヨハネ寮、神戸聖隷福祉事業団、神戸愛生園、神戸聖生園、神戸友生園、こんにちは友が丘、和光園、離宮ハイツ、愛の園、友が丘YUAI、すこやか友が丘、須磨浦
の里、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、すみれ苑、須磨シニアコミュニティ、グリーンリーフ高倉、須磨松の郷、いきいきの郷、須磨在宅
福祉センター、ヨハネ小規模作業所、スタジオン神戸、須磨はなやぎ倶楽部、デイサービスセンター福、エリーネス須磨、エリーネス須磨(介護の家)、介護サービス・
ウェルビー、㈱ケアプランニング安居、コンフォート須磨ノ森、サポートはな、デイサービスそよ風、たから介護サービス、ひといき、ヒューマンライフケア板宿の湯、
ほうれん草、ほっとぽっと介護事業所、ゆいまーる神戸、ＫＯＢＥきらくえん、あけぼの介護センター、ライフスペースプロペラ、ワークホーム須磨、ひまわり・スイー
ツ、萌友＝for you、友が丘作業所、すまいるフレンズ、withくれよん、じゅうしん須磨寺、ジョイント(ネピオン)、ワークセンターわかまつ（せきもり分場）、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、ピースフルライフ月見山、グループホームひまわり【医院・医療関係】石原医院(板宿)、小泉内科
循環器科、建石医院、てい小児科、長谷川医院、宮本医院、村上内科、大路外科医院、石川神経科診療所、梶川眼科医院(前池)、林産婦人科、益子産婦人科医院、安
江整形外科、杣整骨院、中野接骨院、安東歯科、杉村歯科医院、西端歯科医院、須磨区医師会、須磨区薬剤師会、須磨区歯科医師会、県立こども病院、新須磨病
院、野村海浜病院、八十嶋病院、高橋病院(さくら会)【法人】神戸流通センター連絡協議会、㈱イナハラ、喫茶青葉、カーナ、㈲井筒屋モータース、㈱福田商店板宿ガ
スセンター、㈱川嶋本店、㈱鳥光、水山産業㈱、㈱カンキ、㈱OMこうべ、仕出しあさ多、神姫バス㈱、司法書士吉田博事務所、㈱スナガワ、豊の荘、㈱長谷川鉄工
所、兵庫明光販売㈱、日の出造園土木㈱、㈱兵庫福祉保険サービス、神戸ヤクルト販売㈱、ドラゴンゲート、M’s Salon、須磨寺、板宿開発㈱、コベルコビジネスサ
ポート㈱、㈱あいおいNDIサポートBOX、明治安田生命保険相互会社 須磨営業所、横尾健康地蔵、共進牛乳駒ヶ林(販)【市、区役所・公共施設】須磨区役所、須磨
区役所天井会、北須磨支所、須磨区民センター、北須磨文化センター、須磨海浜水族園、環境局須磨事業所、落合クリーンセンター、建設局西部建設事務所、神戸
市バス落合営業所、須磨離宮公園、水道局西部センター、水道サービス公社、神戸市交通局地下鉄運輸サービス課、神戸市交通局鉄道車両課、神戸市交通局電気シ
ステム課、南須磨公民館、須磨体育館、須磨消防署、兵庫県立工業技術センター、兵庫県環境研究センター、須磨警察署、須磨税務署、神戸衣掛郵便局【街頭募
金】須磨区共同募金委員会、大黒児童館、竜が台中学校、須磨ネット連絡会、Sumacia合同バザー、落合児童館、落合っ子フェスタ、高倉台婦人会、高倉台児童館、
滝川中学校・高等学校インターアクトクラブ、横尾老人クラブ、神戸星城高校、啓明学院中学校・高等学校ＹＷＣＡ部

（敬称略・順不同）※紙面都合上、一部の団体名につきまして略称を使用させて頂いております。また、個人（職域）でご協力頂いた方につきましては省略させて頂いております。ご了承ください。

　毎年、あたたかいご支援ありがとうございます。赤い羽根共同募金・歳末たすけあい
募金では、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、須磨区のみなさまに募金活動のご協力をいただき、下記のとおりたくさんの
善意が集まりました。みなさまのご協力は、須磨区の福祉活動に役立てられます。

赤い羽根募金　5,741千円・歳末たすけあい募金　1,811千円

平成25年度　須磨区募金総額 7,552 千円

協力団体・事業所一覧


