
「こすもす」は、赤い羽根共同募金の配分金を活かし、年2回発行しています。

▲ボランティアさんとおもいっきり遊ぼう！▲少しの手助けで安心して勉強できます

▲大学生の皆さんが講師になって

▼まずは点字で自分の
　　　　　　　　　名刺づくり

▲車いすに乗り、体験を通して学びます

て

問合せ：須磨区ボランティアセンター（担当：福井） TEL:078-731-8922　FAX:078-733-2533

～身近な「ふくし」の
　　　　　　　学びを支える～

～身近な「ふくし」の
　　　　　　　学びを支える～

地域の子どもたちにどのような支援が必要なのか、講義や実際の体験を通して学び、活動につなげます！
平成29年 5月24日・31日、6月14日（水） 13：30～16：00 ※初めての方は別途体験日（1日）あり
★詳細が決まり次第、当会ホームページ・窓口等でご案内いたします。

だいち小学校4年生の皆さんは、ボランティアの方々から
教えていただいたことを、さらに自分たちで調べ、後日、
保護者や地域の方を招いて発表会を行われました。

※民生委員・児童委員とは…厚生労働大臣から委嘱され、地域において、住民
の立場に立って相談に応じ、行政等と一緒に必要な援助や社会福祉の増進
に努める方々です。

まずは
“あいさつ”から
始めてみましょう！

　子どもたちが社会生活の中でさまざまな人と
「共に生きる力」を育むため、福祉活動をされて
いるボランティアの方々が、学校の福祉学習の
場で体験学習や講話をしてくださいました。

～学校の中で学習や生活を支える～
　区内小学校および特別支援学校で、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支援する「スクールボラン
ティア」が活躍されています。現在は区内15小学校、1支援学校で
約80名のボランティアの方々が学校・子どもたち・保護者と協
力し活動されています。

普段から障がいのある方を支援されているボランティアさんから、目の見えにくい人への
介助の方法を学びました。

民生委員・児童委員さんからお話
を聞いて、自分たちが住む地域で
出来ることはなにかを考えました。

神戸女子大学手話部「翼」さん
と一緒に、手話や、耳が聴こえ
にくい人の生活を助ける道具
について学びました。

スクールボランティア養成講座のご案内

区内の小中学校などで、子どもたちの
学校生活や学びを支える地域の方が
たくさん活躍されています！

あなたもスクールボランティアとして
活動してみませんか？

点字ってなぁに？

ふだんの生活で出来ることを考えよう 手話にチャレンジ！

点字や目の見えにくい人の
生活について、点訳ボラン
ティアさんから学びました。

手助けを必要としている人に出会ったら

車いす・高齢者疑似体験グッズ・点字器は、社会福祉協議会にて貸出を行っています。
福祉学習の際はご活用ください！
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〒654-8570　須磨区大黒町４丁目１－１　須磨区役所内３階
TEL731－4341（代表）内線312～315　FAX 733ー2533  

　須磨区社会福祉協議会は、社会福祉法に基づ
き設立され、地域福祉の推進を図るために活動
している民間組織です。
　「こすもす」は赤い羽根共同募金の配分金を
活用して、発行しています。

　神戸市須磨区社会福祉協議会社会福祉法人

メール  info@suma-shakyo.or.jp

こすもちゃん



URL：http://www.suma-shakyo.or.jp/

ホームページリニューアルのお知らせ

ホームページURLは変更ありません。新しい須磨区社会福祉協議会ホームページをぜひご覧ください！

～４月１日よりデザインを一新、さらに内容を充実させます～

孤立
生活の不安

（経済困窮など）

失業 病気病気失業

（経済困窮など）

予告

地域の「集い場」インタビューの 」インタビュー地域地域地域 「集い場地域の「集い場」インタビュー Vol.2 多井畑東町ふれあいカフェVol.2 多井畑東町ふれあいカフェ

みまもんちゃんの！みまもん の！ちゃんちゃんみまもんちゃんの！

生きがいづくり・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、多井畑東町にて活動されている「多井畑東町ふれあいカフェ」を紹介します。

須磨区の中間あたりに位置する多井畑東町。この町の集会所では、毎月 10 日、住民ボランティアの皆さんによる
ふれあいカフェが実施されています。ボランティアの方の淹れたおいしいコーヒーや紅茶を飲みながら、近隣の皆
さんが集い、話に花を咲かせています。今回はボランティアの方々にお話を伺いました。

集会所を活用することはできないかと考えたことです。あんしんすこやかセン
ターや区社会福祉協議会の協力もいただきながら、ボランティアの募集・数度
にわたる打ち合わせなどを経て、このふれあいカフェをオープンしました。

オープンしてもう3年近く経ちますが、現在も、
喫茶終了後にボランティアで振り返り会を行い、当日
のよかったこと、こうした方がよいのではといった
ことを話し合い、改善につなげています。

「今日も楽しい時間を過ごせたわ！」と笑顔で帰られる参加
者の方々を見ると「楽しんでいただけて私たちもうれしい！」
という気持ちになりますね。

みまもんちゃん

▲ボランティアの方による楽しいレクリエーション工夫をしていることは？

心がけられていることはありますか？

最後にひとこと

声かけやレクレーション等、それぞれの得意分野を活かしながら、一丸となって運営していることでしょうか。
皆さんに楽しい時間を過ごしていただけるよう、一人一人ができることをするように心がけています。

最近は、ふれあいカフェから少し発展して、一緒にお食事をするミニデイなど、新しいことにもチャレンジし
ています。これからも、一丸となってもっともっとよくしていきますよ！

身近な場所に交流できる場所があることで、住民同士が顔見知りとなり、人と人との輪が生まれている
ように感じました。これからもこの町のなかで、かけがえのない大切な居場所となっていくことでしょう。

▲クリスマスということでおそろいの衣装でした

▲活発な意見交換をされています

つ ど

「集い場「集い場「集い場「集い場
ちゃんちゃんちゃんちゃん

つどつ どつ どつ どつ ど ば

「集い場
ばばばばば

　「地域福祉ネットワーカー」は、生活上の困りごとや悩みごとの相談を受け、ご本人やご家族、地域の皆さんと一緒になって、
解決に向けて取り組む「福祉のなんでも相談員」です。またご本人からだけでなく、家族や地域の方の「気になる」相談も受け付けています。

また、生活上の悩みについては「くらし支援窓口」との連携を図ります
※「くらし支援窓口」は区役所・支所に設置している生活に関する相談窓口です

相談窓口のご案内　（相談無料） 
開設時間：月～金曜日　８時４５分～17時３０分【土日、祝日、年末年始を除く】
須磨区社会福祉協議会　TEL：078-731-4341（内線 310）FAX：078-733-2533

生活上の困りごとや不安・心配ごとをご相談ください！生活上の困りごとや不安・心配ごとをご相談ください！生活上の困りごとや不安・心配ごとをご相談ください！

例えば…

相談受付（窓口・電話・訪問） 専門機関・地域の方々との連携

いつも須磨区社会福祉協議会ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。2017年4月より当会ホームページをリニューアルすることになりました。

社会福祉協議会を身近に感じていただけるよ
うな、親しみやすく見やすいデザインに変更
いたします。

募集や報告などの新着情報を「地域福祉活動」
「ボランティア」「助成金」「共同募金」などの
テーマから探せるようになります。

専門機関・地域の方々との連携専門機関・地域の方々との連携

制度やサービス
の利用

地域の
ネットワーク
を活用した

新たな仕組みや
居場所づくり相談

地域福祉ネットワーカー

ふれあいカフェをはじめられたきっかけは？

「やっていてよかった！」と思われるときは？

●デザインを一新 ●知りたい情報をわかりやすく分類
スマートフォン、タブレット端末にも対応した表示で、
快適にご覧いただけるようになります。

●スマホでも手軽に、快適に
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※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

区民の皆様の心配事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：須磨区社会福祉協議会
TEL 731-4341（内線312）

使用済み切手預託者
（平成28年9月1日～平成29年1月31日） （平成28年9月1日～平成29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。

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しおりにしています。

【金銭預託者】福井 和子（東落合）、平木 徹、波多野 京子、
横尾健康地蔵、北須磨ボランティア、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、須磨区佛教会、名谷コープ委員会、サポー
トはな、㈱長谷川鉄工所、㈱mi-kittyミキティ訪問介護事業所、
匿名２件

【物品預託者】武藏 誠眞、伊藤 貴子、匿名３件

【預託者】岡本 美治、竹本 フジエ、久谷、藤井 正代、山部 幸子、
上田 喜章、青葉グループ、のばらグループ、ぐるーぷひだまり、
南落合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、常盤町３丁目自治会、司法書士吉田博事務所、㈱山陽化成、
神戸市公園緑化協会、神戸市手をつなぐ育成会須磨支部、㈱兵庫
福祉保険サービス、重田工務店、サポートはな、すこやか友が丘、
やまびこ保育園、市立白川台児童館、白川あんしんすこやかセンター、
須磨区保護司会、匿名16件
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須磨区内には

１４児童館が
あります。

児童館は、
子どもたちが自由に
遊ぶことのできる
施設です。

子育て家庭を

応援しています。

みんなで遊ぶ
ゲームやおもちゃ、
絵本やマンガが
たくさんあります。

お近くの児童館に遊びに行ってみせんか？
詳しくは、各児童館までお問い合わせください。

児童館名
板　宿
たかとり
大　黒
高倉台
東須磨
松　風

住　　所 電　　話
731-2230
735-6230
733-3451
733-6844
733-6280
735-0707

板宿町１-４-９
行平町２-２-17
大黒町２-２-12
高倉台１-２-１
若木町３-５-９
行幸町１-２-26

＊印は須磨区の【拠点児童館】です。
児童館名
北須磨
菅の台
白川台
妙法寺
神の谷
＊落　合   
横　尾
若　草

住　　所 電　　話
791-6259
791-4612
791-4613
743-4409
794-0520
791-7644
742-0990
741-0688

友が丘７-275-１
菅の台４-５
白川台７-３-８
妙法寺字毘沙門山１
神の谷５-２-１
中落合１-１-25
横尾１-11-２
若草町３-14-９

板宿児童館紹介板宿児童館紹介板宿児童館紹介
　板宿児童館は、昭和 42年に設立され、須磨区で一番
歴史のある児童館です。
　子どもたちは、コマ回しや将棋を地域の方に教えてい
ただいたり、高齢者施設に出向いて利用者の皆さんと歌
を歌ったり、手遊びをしたりして世代をこえて交流して
います。地域の皆さんとのふれあいの中で子どもたちが
育っています。
　元気いっぱいの子どもたちの声であふれる板宿児童館。
一度遊びに来てみませんか。

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：info@suma-shakyo.or.jp

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

無料福祉啓発講演会「みんなの学校」木村泰子先生　講演会福祉啓発講演会「みんなの学校」木村泰子先生　講演会福祉啓発講演会「みんなの学校」木村泰子先生　講演会 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
平成29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29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29年度の加入受付のお知らせ　今年２月５日（日）、すべての子どもに居場所がある学校づくりを実現した大阪市立大空小学校

の１年間を追ったドキュメンタリー映画「みんなの学校」上映会を開催しました。
　この度、その大空小学校を作り上げた初代校長木村泰子先生の講演会が実現しました！
神戸の、須磨の子どもたちが、いきいきと自分らしく成長できるためには？
木村先生のお話から学び、地域の皆さんと考えてみませんか。

平成２９年度手話入門講座受講生募集平成２９年度手話入門講座受講生募集平成２９年度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共に、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 29年 5月12日より9月29日
毎週金曜日　18：45～20：45　【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。締切 4月 28 日（金・消印有効）

講　師：大阪市立大空小学校初代校長　木村 泰子氏
日　時：平成 29 年 5月14日（日）10：00 ～12：00
場　所：須磨区役所4 階　多目的会議室
定　員：先着 2００名
申　込：上記申込先『福祉啓発講演会係』へ

①名前　②郵便番号　③住所　④電話・FAX番号　
⑤木村先生に聞いてみたいことをご記入の上お申し込みください。
　締切 4月 28 日（金・消印有効）

　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 28 年度に加入した方は、平成 29 年 3 月末で補償
期間が終了します。平成 29 年度も引き続き加入を希望さ
れる場合は、新たに加入手続きが必要です。

受付期間：平成 29 年 3月1日（水）～31日（金）
9:00～16:45（土・日、祝除く）
＊4/1（土）～ 4/3（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
　　　　　

▼和光園にて楽しく交流タイム♪

※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
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平成28年度  須磨区募金総額 合計8，023，996円
赤い羽根共同募金 合計6，018，996円 合計2，005，000円歳末たすけあい募金 005，000

平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。平成28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頂きありがとうございました。

今年度も赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金に自治会、婦人会、民生委員児童委員協
議会、老人クラブ、学校、施設、事業所、法人など多くの皆様に多大なるご協力を賜りま
したことを心より感謝申し上げます。皆さまよりお預かりいたしました善意は「じぶんの
まちをよくするしくみ」として活用させて頂きます。本当にありがとうございました。

赤い羽根共同募金は今年度70回目を迎えました。

赤い羽根共同募金の福祉学習をしました！赤い羽根共同募金の福祉学習をしました！赤い羽根共同募金の福祉学習をしました！

区内小・中・高等学校等で、次世代を担う子どもたちに「ふくし」、「赤
い羽根共同募金 70 年の歴史」、「須磨区での配分先」などを説明しま
した。後日、共同募金の理解を深めた児童・生徒を中心に街頭募金も
実施しました。

共同募金70年記念表彰共同募金70年記念表彰共同募金70年記念表彰

共同募金運動70年を記念して永年に渡り
ご協力頂いている団体・学校様に記念表
彰を集会や朝礼に伺い贈呈させて頂きまし
た。これからも須磨区の福祉のためにご協
力くださいますようお願いいたします。

お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金お弁当を食べて募金

お弁当を食べるとその一部が募金になるお弁当を
障がいサービス事業所「こころわ」の皆さまと
一緒に実施しました。

プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金プロレスラーと握手募金

プロレス団体ドラゴンゲー
ト様のリングで永年のご協
力のお礼とPR活動をさせ
て頂きました。また、選
手の皆さまと握手ができ
る握手募金も好評でした。

ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金ウミガメふれあい募金

神戸市立須磨海浜水族園でイルカライブ前に共同募金の PR をさせていただき
ました。また、ウミガメに餌やり体験ができる、ふれあい募金も実施しました。

色々な取り組みをしました！！

募金協力団体・事業所一覧
【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、シティタワーグラン
須磨鷹取管理組合、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、
須磨浦通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、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、横尾第５団地管理組合、横尾第7団地自治会、横尾８団地自治会、奥妙法寺自治会、ルネ須磨自治会、緑ヶ丘自治会、緑ヶ丘南部自治会、上須磨自治会、
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、白川台南自治会、
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14団地管理組合、名谷15団地管理組合、名谷18団地管理組合、名谷21団地管理組合、名谷第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、名谷警察職員待機宿舎自治会、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167号棟自治会、
市営東落合住宅168号棟自治会、西落合5丁目自治会、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、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、多井畑松風会、高倉台高寿会、ひらた会、
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、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、新ほほえみ会、清寿会、中落合シニアクラブ、北須磨健友会【婦人会】板宿婦人会、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【ふれあいのまちづくり協議会】
菅の台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、西落合ふれあいのまちづくり協議会、須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会、南落合ふれあいのまちづくり協議会、東落合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、北須磨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】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、東須磨子ども会ファミリー運動会実行委員会、スリーエンゼル、青い鳥、山畑、須磨浦西、西須磨東部自治会、月見山連合自治会、高倉台連合会、高倉台あじさい、高倉台さつき、
高倉台てんとう虫、高倉台かしの木、高倉台ひまわり、高倉台つくし、はちのこ、はなたに、東落合たんぽぽ、若草ジュニア、菅の台クラブ【ボランティア・地域団体】須磨区遺族会、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、神戸西助け合いネットワーク、須磨ネット連絡会、のばらグループ、有機農業による生産物をひろめる会高倉台北グループ、九年母会、すずめの会、ほほ絵み、はなみずき、マイフレンド、横尾健康地蔵、かぼちゃ、神戸猫ネッ
ト・にゃん太の会、高倉台のら猫減らす会、神戸友の会、神の谷喫茶ボランティア、須磨MiDoRiの会、きものリフォームの会、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、横尾ふれあい給食サービスグループ「さくらの会」、さつき会、がやがや、西須磨中部（梅・桜）、特定非営利活動 松尾、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、虹のつどい、
若草虹のかけはし食事会、外浜給食会　煌めき、菅の台仲よし会【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、村雨、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【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、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、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、千鳥、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、飛松、高倉、横尾、東落合、須磨北、白川台、
西落合、竜が台【高等学校】須磨翔風、北須磨、須磨友が丘、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、神戸女子大学、
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、ジョイエール月見山、ビバタウン板宿ビル管理組合、リファーレ横尾名店会
【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、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、宙カミーノ、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、いきいきの郷、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、㈱ケアプランニング安居、
㈱mi-kittyミキティ訪問介護事業所、ケアプランセンター南落合デイサービス、サポートはな・高倉台居宅介護支援事業所、すこやか友が丘、デイサービス そよ風、たから介護サービス、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、ひまわり・スイーツ、萌友-for you、小春日和、友が丘作業所、ヨハネ小規模作業所、すまいるフレンズ、前田屋、Withくれよん、じゅうしん須磨寺、
神戸聖生園せきもり、㈲コスモサービス、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、たかくらの夢、パイオニア、ぽん酢工房、ドリーム10、キツツキの森、ミルキー、すこやかキッズランド須磨、キッズステー
ション ココライト、しんじゅ、デイほすぴす【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、ルー
ムななくさ【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、新須磨リハビリテーション病院、石原医院、
おかだクリニック、加地医院、小泉内科循環器科、建石医院、坪井クリニック、中西医院、宮本医院、村上内科、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、森産婦人科、友岡泌尿器科医院、中野泌尿器科、かねだ矯正歯科、
杉村歯科医院、のぶ歯科クリニック、杣整骨院、カメイ薬局、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㈱、神戸三興物流㈱、加藤産業㈱、昭栄㈱、セキスイファミエス近畿㈱、㈱ミヤタ、姫路合同貨物自動車㈱、日本通運㈱、三紅㈱、㈱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㈱、㈱イナハラ、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、兵庫明光販売㈱、母子福祉たちばな会、café Sugarpine、㈱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、メゾン・ド・デセール、YOURS、カットスタジオわかみや、リサイクルショップたすけあい、みな鳥、松井食品、ブティック愛亜夢、日生電化、㈲井筒屋モータース、
和食堂マルサ、おうどん　くるみ家、Hangout、ユースプラザKOBE・WEST、ダイエー板宿店、井戸書店、石津文具店、黒田蒲鉾商店、五勝、丹元商店、たざえもん、コペンハーゲン、ローソン板宿戎３丁目店【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、名谷南会館、神戸市立須磨海浜水族園、シーパル須磨、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、交通局 名谷業務ビル、
交通局 名谷車両基地、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、ひょうご環境創造協会、神戸土木事務所【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、高倉台ふれあいのまちづくり協議会、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。

▲10月1日板宿本通商店街
　オープニングセレモニー

▲ウミガメふれあい募金 ▲イルカライブでPR

▲リングの上からPR！

ご協力ありがとう
ございます

いらっしゃいませ

4 2017年（平成29年）3月発行　第82号こ す も す


