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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、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かし、
発行しています。

こすもちゃん

〒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
須磨区社協

検索

メール info@suma-shakyo.or.jp

おたがい さまで

１０月１日（日）〜２０１8年3 月３１日（土）

２０１7年

※本年度より募金期間が拡大となりました。

街頭募金の活動前には

【活動前】その趣旨・目的について学びます。

終戦後間もない１９４７年（昭和２２年）に、
始まった赤い羽根共同募金運動も昨年度で７０回目を迎えました。
今回は毎年様々な場所でご協力いただいている児童・生徒の街頭募金活動をご紹介します。今年度も７０
周年として、引き続き共同募金運動を積極的に推進していきますので、地域の皆さまや子どもたちが大きな声
で呼びかけている姿を見かけた際には、ぜひご協力ください！

【活動中】

◀滝川中学校・高等学校
（板宿本通商店街）

▲マリスト国際学校
◀神戸市立
竜が台小学校

ぼくに
会える
かも！？

定】

【今後の街頭募金の予

▲神戸市立竜が台中学校
（須 磨パティオ買い物広場）

すまぼう

▲神戸星城高等学 校
（妙法寺駅前）

© 神戸市No.17-008

駅前やイベント会場などで、募金活動を行います。
今年度の主な予定
10 月 1 日（日）オープニングセレモニー
（板宿本通商店街）
10 月 7 日（土）グリーンフェスタこうべ
（神戸市立総合運動公園）
10 月 21 日（土）神戸市立須磨海浜水族園内
11 月 11 日（土）Sumacia（須磨パティオ買物広場）
その他、いろいろな場所で街頭募金を行います！！

▲兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校
（神戸市立須磨海浜水族園）

高倉台児童館子どもヘルパー▲
（高倉台会館周辺）

があります

いろいろな募金の方法

バッジやクリアファイルなどで募金に協力いただけます。
場所：須磨区社会福祉協議会（区役所 3 階）・北須磨支所にて

障害福祉サービス事業所「こころわ」で販売されている、お弁当・カレーを
食べるとその代金の一部が募金となります。

●募金箱で

※詳細については下記事業所にお問合せください

区内公共施設の窓口や協力店などに募金箱を設置いただいています。
探してみよう！！

TEL/FAX：078‑736‑3138

●須磨海浜水族園で

今年60周年を迎える神戸市立須磨海浜水族園のご協
力により、10月21日（土）11：00より兵 庫 大 学 附 属
須磨ノ浦高等学校の生徒の皆さまと一緒に街頭募金
を実施します。また、今年も水族園の動物たちと一緒
に、募金活動も実施します。

税制 優遇

全校朝礼などで、活動の振り返りとお礼を伝えます。

●バッジ・クリアファイルなどで

●お弁当を食べて

「こころわ」須磨区宝田町 3‑2‑3

【活動後】

●振込みで

▲昨年の様子（ウミガメ募金）

共同募金の寄付には、税制上の優遇措置があります。
●法人の寄付 企業などの法人の場合は寄付される金額につい
ては「全額損金」扱いとされます。
●個人の寄付 （寄付金が 2 千円を超える額の場合）。
＊詳細は別途お問合せください。

▲バッジ

郵便局で振りこみによる募金ができます。
口座番号：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
※加入者負担の払込伝票の場合は、振込手数料が無料です

募金受付・お問い合わせ先
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
〒654-8570 神戸市須磨区大黒町4‑1‑1（神戸市須磨区社会福祉協議会）
TEL : 078‑731‑4341
（内314）
/FAX078‑733‑2533

「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。
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地域 の「集い場」
地域の
「集い場 」インタビュー
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Vol.3 神の谷住宅
キッズサポーター

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、地域や集い場での活躍が期待されるキッズサポーターの養成講座をご紹介します。
認知症キッズサポーターは、認知症の高齢者が困っている時の応援者です。

みまもんちゃん

神の谷住宅では自治会が中心となり、夏休みの子どもたちと一緒に、声かけ方や接し方を学ぶ講座が開催されました。

代表者へインタビュー（神の谷住宅自治会長・町 勝弘さん）
Ｑ．子どもを対象にしようと思ったきっかけは？
Ａ．高齢者と子どもは同じ時間帯に外で活動することも多いため、子どもたちの「助け合いの心」を育て、地域での交流を増やして
住みやすい地域づくりにつなげていきたいと思いました。
Ｑ．工夫した点は？
▲今回の企画への思いを
語ってくれた町さん

Ａ．多くの子どもたちに参加してもらうために「魅力ある講座」「身になる講座」であることを、
親世代の方によく知ってもらえるように広報しました。

Ｑ．参加してくれた子どもたちに願うことは？
Ａ．住みやすく、活気のある元気な地域にするためには、将来を担う子どもたちの力が必要です。この地域で、助け合い
▲困ったときの対応を大人と子供で
一緒に考えました

の心を持った子どもがたくさん育ち、これからどんどん地域を引っ張っていってほしいです。
Ｑ．最後にひとこと

Ａ．これからも、ここに住んでいる人たちが、住んでいてよかったと思えるような地域づくりをしていきたいです。そのためには、若い世代の力が不可欠です。
多世代が仲良く交流できる、魅力ある町になるような企画を考えたいと思っています！

パパ参加！親子であそぼ
乳幼児のパパの参加お待ちしています。
地域子育て支援センター
パパっこクラブ

落合児童館
土曜なかよしひろば

お父さん参加のクラブとして、２ヶ月に１回
土曜日に実施。プログラムの講師は男性です。
父親のメリットを活かした子育てをと、楽し
いプログラムも予定されています。
平成 29 年度から「パパっこクラブ」のない月にも園庭で遊べる「with パパ」も
できました。※予約要。駐車場あり。
問合せ：須磨区地域子育て支援センター（北須磨保育センター内） TEL：792‑7879

菅の台児童館
パパサロン

心配ごと相談所
※事前申込不要

各学期に１回土曜日に実施。平日の児童館
行事にお仕事などで参加しにくいお父さんや
お母さんも親子でご参加ください。
小学生（落合児童館子どもヘルパー）や
中高生（ユースプラザ KOBE・WEST）との異世代交流や親子遊び、パパママトーク
のプログラム等があります。自由参加。
問合せ：落合児童館

TEL：791‑7644

今回は、乳幼児のお父さん向けの土曜日実施の行事をご
紹介しました。普段はお母さんが参加される方が多いので、

「休日は子どもと過ごそう〜イクメン全員
集合パパ出番だよ〜」と題し、月に１回土曜日
に実施。
「普 段 の こ と は 母 親 か ら 聞 い て い た が、
児童館でも子どもと一緒に遊んでみたかった。
」
「家と児童館での子どもの様子が違って
いた。恥ずかしがることがあるんだなと思った。」など我が子の様子に笑顔される
お父さんが印象的です。自由参加。
問合せ：菅の台児童館

子育ての楽しさをお父さんも一緒に楽しもう !
普段、お母さんと子どもたちはどんなところで遊んでいるの ?
お父さんの子育ての話をする仲間がほしいなあ。
（パパ友できるかな？）
お父さんもお母さんも子育てがもっと楽しくなるよ。
―ご紹介した行事の次回実施日は、各お問合せ先までー

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。

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：TEL 731‑4341（内線312）

これからの季節、地域や児童館などで楽しい行事にご家
族で参加されてみてはいかがでしょうか。参加者の対象
が決まっていたり、申込がいる場合もあるので、よく確
認して参加してください。
子育てが楽しくなるよう応援しています。
子育てコーディネーター

TEL：791‑4612

相談
無料

「この時間はお父さんと！」っていうのもいいですね。

使用済み切手預託者

（平成29年2月1日〜平成29年8月31日）

ご寄付いただいた使用済みの切手は、ボランティアにより整理していただき、収集団体への
寄付やしおりにして活用しています。ご協力いただいたみなさまありがとうございます。

【預託者】黒田 静子、竹田 栄、石川 理彩、毛利 悦男、西尾 孟三、大塚 志津子、岡本 美
治、鷲田 保子、内藤 利惠子、簑島 政之、葛城 義憲、松岡 久美子、タバタ、湊 美千代、森田
紀代美、金本 栄美、河野 早苗、中川 ツヤ子、のばらグループ、すま障害者地域生活支援セ
ンター、神戸都市問題研究所、新須磨病院、須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会、たすけ
あいネットワーク、ぐるーぷひだまり、チームTEC安2、妙法寺あんしんすこやかセンター、
㈱兵庫福祉保険サービス、福祉サークルわかば、北須磨ふれあいのまちづくり協議会、ふれあ
い喫茶 野いちご、三伸工業㈱、神戸市公園緑化協会、㈲野間アルミ製作所、すこやか友が丘、
花谷地域福祉センター、宙カミーノ、太陽生命保険㈱神戸西支社、神戸市手をつなぐ育成会須
磨支部、㈱鳥光、神の谷ふれあいのまちづくり協議会、発達支援教室 星の子、白川あんしん
すこやかセンター、離宮しあわせ荘、須磨区母子福祉たちばな会 匿名23件

池本貴子 ▶

善意銀行預託者
（平成29年2月1日〜平成29年8月31日）

「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。

【金銭預託者】真石 博之、波多野 京子、福井 和子（東落合）
、
二井 英忠、精霊送りの会（下中島公園内）、須磨区子ども会連
合会、須磨区民生委員児童委員協議会、和食堂マルサ、㈲ビュー
ティサロン キミ・ロイヤル板宿店、㈱mi-kittyミキティ訪問介護
事業所、神戸市立菅の台保育所、須磨区内あんしんすこやかセ
ンター有志一同、匿名５件
【物品預託者】毛利 悦男、加藤 樾子、落合 豊子、㈱長谷
川鉄工所

※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。
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初開
催
初開催
初開
催「夏休み手話教室」
「夏休み手話教
夏休み手話教室」
室」を開催しました。
を開催しました。
を開催
しました。

▶

神戸市では平成 27 年 3 月の市会本会議において「神戸市みんなの手話言語条例」が全会一致で可決され、
平成 27 年 4 月から施行されています。この条例は手話を言語と認め、手話への理解の促進と普及を目的として
います。また、平成 28 年 4 月より行政や事業者をはじめ全ての人が障がい者に「合理的配慮」を行うよう義務
付けた「障害者差別解消法」も施行され、改めて障がい福祉についての理解を深める機会となりました。
8 月 5 日（土）に、須磨区内の小学校 3 年生から 6 年生を対象に須磨区聴力言語障害者福祉協会、手話サーク
ルこころ、神戸女子大学手話部「翼」の協力により、手話でのあいさつや、歌やゲームなど、遊びながら楽し
く手話を学ぶ教室を開講しました。当日は区内から 100 人以上の子どもた
ちと保護者の方が参加してくれました。
ジェスチャーゲームでは、聴覚障がい者の方になんとか伝えようと、子どもたちが一生懸命身振り手振り
で伝えていました。また、保護者の方も子どもたちと一緒に、自分の名前や動物などたくさんの手話を学ば
れていました。
参加された子どもたちにお話しを聞くと、「手話をとても楽しく学べた」、「身振り手振りで伝わってうれし
かった」などの感想も聞けました。
今回、神戸女子大学のお姉さんや聴覚障がい者の方との交流をつうじて、伝えること・伝わることの大切
さ学ぶことができました。
手や顔、身体を動かして手話を覚えます

須磨でも「子ども食堂」はじまりました！
地域の大人が、子どもに安価で食事を提供する「子ども食堂」の活動が全国的に広がってきています。
須磨区でも、子どもの居場所として「子ども食堂」や「学習支援」の活動がスタートしています。
今回は、
「いたやどワイワイ食堂」の実行委員長の梅澤浩さんにお話しを伺いました。

Q

Q

はじめるきっかけは？

▶

オープニングは
みんな大好きカレーライス！

特徴は？

板宿地区にもやむなく「孤食」となっている子ども達が

子どもなら誰でも参加でき、ワイワイガヤガヤ安心して楽しく「食事

いるなら、何かできないだろうかと考えたのがきっかけ

と学習」が出来る場所と時間を提供し

でした。地元諸団体と情報交換をして「地域的な受け皿」

ている事です。食後には、神戸女子大

として、みんなの知恵と協働で「いたやどワイワイ食堂」

学学生による「食育」に関するお話し

がスタートしました。

や、地域のボランティアによる遊びの
差し入れも多いことも特徴です。

今後の目標は？

神戸女子大学学生による食育講座も！

▶

Q

イベントがあります。地元から食材の

いろいろなボランティアが集まり、
得意分野で力を発揮し、いつでも

いたやどワイワイ食堂情報

誰 で も「い た や ど ワ イ ワ イ 食 堂」
を気軽に開催できるようになり、
板宿の地域のつながりが深まって
▶

みんなでワイワイ♪

時：原則、毎月第３水曜日 １７：００〜１９：３０

場

所：原則、板宿自治会館

参加費：子ども 100 円、大人 500 円
問合せ：TEL : 739‑5966（事務局）

発達の気になるお子さんとご家族のための情報冊子

す ましあ

「Sumacia」
「
Sumacia」
手づくりひろば

9月のチラシ

▶

いくことです。

日

！
いらっしゃ〜い

「すまっこナビ」の ご紹介
「すまっこナビ」

販売会をします。すべて手づくりの、世界にひとつだけ

子どもの成長過程で気になることが出てきた時、どこ
に相談に行けばよいのでしょう。どのような療育が必要
で、どのような支援機関があるのでしょう。
須磨区自立支援協議会では、平成 20 年から発達の気
になるお子さまとそのご家族の方を対象に、動作法研修
や音楽セラピーを開催しています。活動を通じてお聞き
した不安や困りごとについて、適切な情報をお届けした
いと考え、「すまっこナビ」を作成いたしました。
冊子は須磨区社会福祉協議会をはじめ、須磨区役所、
須磨区役所北須磨支所、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等に設置しております。

（須磨区自立支援協議会

合同バザー）

今年も須磨区内の障がい者事業所
の皆さんが心をこめて作った製品の
の製品がいっぱいです。ぜひ、手に取って触れてご覧く
ださい。
また、地域のみなさんの協力で楽しいステージイベント
も開催しますので、ご家族揃ってぜひお越しください！！
日

時：平成29年１１月１１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）

問合せ：「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

すまっこナビ の説明会を開催します！
無料・定員30名
日 時：平成 29 年 10 月 12 日（木）10 : 00 〜 11 : 30
場 所：すま障害者地域生活支援センター（中落合 2 丁目 2 ‑ 8）
問合せ：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
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出演ボランティアまつり 〜こすもすステージ〜
〜こすもすステージ〜

恒例となっている、須磨区ボランティアセンター登録の出演ボランティアによるパフォーマンスステージ「出演ボランティアまつり〜こすも
すステージ〜」を今年も開催いたします！
出演ボランティアとは、踊りやマジック・楽器演奏などの趣味や特技を活かして、施設や地域の給食会等
で活動いただいているボランティアです。こすもすステージはどなたでも観覧いただけますので、ぜひ足を
お運びいただき、一緒にお楽しみください。
日

時：平成２９年１０月１３日（金）１３：００〜１７：００

場

所：須磨区民センター4階大ホール（須磨区中島町1丁目2‑3）

お問合：須磨区ボランティアセンター
TEL：731‑8922
FAX：733‑2533

ひとりぐらし高齢者の方へ
ひとりぐ
ひとり
ぐらし高齢者の方へ

絵手紙で気持ちを届けます
絵手紙で気持ちを届けます
須磨区ボランティアセンターでは、平成19年より「ひとりぐらし

入場無料
手話通訳あり
出入自由

▲昨年のステージ（Wおじさん）

いつまでも安全に
いつまでも安全に
外出してほしいから
外出してほしいから

の高齢者の方がより元気になっていただきたい」と、ご自宅へ季節
の絵手紙をお届けする絵手紙事業を実施しています。
お届けするのは、ボランティアの皆さまが一枚一枚心を込めて描
く、四季折々の絵手紙です。送付を希望される方は須磨区ボラン
ティアセンターへお申込みください。
対象者：原則、区内の70歳以上のひとり暮らしをしている方で、
希望する方
頻

度：隔月で郵送にてお届けします

申

込：須磨区社会福祉協議会
ボランティアセンター
TEL：731‑8922

おもろいで〜

共同募金配分金の一部と善意銀行への寄付をもとに、区内在住の
満70歳以上の方で、歩行の際に補助的に杖が必要な方に歩行杖を無料
でお渡ししています。
（※ひとり１本に限る。再交付・交換は不可）
交付に際しては、印鑑と本人確認（名前・住所・生年月日が記載）の
できる証明書（健康保険証・介護保険証等）を窓口に持参し、申請書にご
記入いただきます。
対象者：須磨区内在住の満70歳以上の方
窓

口：須磨区役所３階社会福祉協議会
もしくは、北須磨支所管理係

区社協ホームページが新しくなりました！
区内の福祉に関するイベントのお知らせや参加の呼びかけにもご活用ください
パソコンはもちろんスマートフォンやタブレットでも快適にご覧いただけるように
なりました。須磨区内でみなさまが開催される地域福祉に関する行事の広報、参加
者募集や実施報告などもお寄せください。お待ちしています。
掲載を希望される団体の方は、須磨区社協 広報係 までお問い合わせください。

URL：http://www.suma-shakyo.or.jp/

「平成 29 年度 こすも スマ イル助成」募集します！
赤い羽根共同募金と善意銀行の財源を活用し、区内の子どもや高齢者、障がい者などの多様な方々が集える居場所づくりを目的
とした事業に対し、公募助成を行います。須磨区で地域福祉の推進に取り組まれている皆さまからのご応募お待ちしています。
＜募集概要＞
助成内容：

Ａタイプ：備品・器材購入経費助成事業（上限１０万円）

Ｂタイプ：活動の運営経費助成事業（上限２万５千円）

新たな活動の場づくりや、実施事業の拡充・充実のための
備品等購入経費

対象事業の運営に必要な経費
※人件費等団体の運営にかかる経費を除く

助成対象：須磨区内に活動拠点を有する社会福祉団体・地域活動グループ・非営利法人・任意団体等が実施する事業
（実施期間：平成２９年１０月１日〜平成３０年３月３１日）
応募期限：平成２９年１０月２７日（金）必着
そ の 他：詳しい募集案内および申請書類は、本会ホームページでご確認ください。
本会窓口（須磨区役所３階）でも募集チラシを配布しています。

