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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

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

2016年
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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
TEL 731−4341（代表）内線312〜315 FAX 733ー2533

冬号
春

メール info@suma-shakyo.or.jp

検索

須磨区社協

地域で子育て元気アップ事業
横尾児童館

児童館を中心として、子育て世代の皆さまが主

体的にプログラムを企画し、子育てしやすいま

台児童館）

（高倉
募金運動

赤い羽根共同

ち、安全に暮らせるまちの実現を目指します。

親子ふれあい遊びの支援
（大黒児童館）

この事業は次世代の担い手育成を支援します。

子どもヘルパー活動

親子体操などで、
地域の仲間づくりの輪を広げます

児童館の小学生が、ボランティア等の地

須磨区には、
児童館が14カ所あります。
児童館は、
子育て支援や
コミュニティセンター機能をもち、
誰もが安全で安心して成長し、
子育てが
できる環境づくりに取り組んでいます。
その活動についてご紹介します。

域活動の体験を通じて、乳幼児親子や

高齢者の皆さまと交流することで、喜び

と感謝の心に触れ、優しさと思いやりの
心を育んでいます。

高齢者とのふれあい
（落合児童館）

地域で学び
地域で育てよう!

子ども安全見守り活動
東須磨児童館

児童館では、婦人会や子ども会等の地域団体
の皆さまと、子どもの安全対策のために力を合

わせて「子ども安全見守り活動」を行っていま

元気いっぱい子どもの
笑顔あふれるまち
須磨

す。子どもたちは
「自分の命は自分で守る」
こと

を学び、まちに愛着を持ち、安心して住み続け

ることができるように活動を続けています。

「おひさまクラブ」
との交流

交流を通じて自然と笑顔がこぼれます

大黒児童館

全について調査します
地域を歩いてまちの安

児童館利用の親子が、須磨在宅福祉

センターで活動している、初期・若年

性認知症特化型デイサービス
「おひさ

まクラブ」
の皆さまと交流しました。子

どもたちは、手作りの大型紙芝居と新
聞紙遊びを楽しみ、おひさまクラブの

皆さまも、お孫さんと遊ぶように笑顔
があふれ、心が温かくなりました。
まちの良いところも地図にして発表します

児童館名

住

所

おひさまクラブの皆さまによる手づくり紙芝居の上演

須磨区内児童館 のご紹介
電

話

板宿

板宿町1-4-9

731-2230

たかとり

行平町2-2-17

大黒

児童館名

住

所

電

話

横尾

横尾1-11-2

742-0990

735-6230

東須磨

若木町3-5-9

733-6280

大黒町2-2-12

733-3451

若草

若草町3-14-9

741-0688

白川台

白川台7-3-8

791-4613

北須磨

友が丘7-275-1

791-6259

妙法寺

妙法寺字毘沙門山1 743-4409

神の谷

神の谷5-2-1

794-0520

高倉台

高倉台1-2-1

733-6844

松風

行幸町1-2-26

735-0707

落合

中落合1-1-25

791-7644

菅の台

菅の台4-5

791-4612

開館時間：月曜日〜土曜日

午前9時30分〜午後5時

休 館 日：日曜日、祝日、年末年始

※その他 詳細は各館へお問い合わせください。

新聞紙遊びを
楽しんでいま
す

児童 館とは

児童福祉法第４０条に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を
増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として設立された児童厚生
施設です。

児童 館 の 活動

子どもたちに安全で健康な遊びを指導し、季節折々の楽しい行事やイベント
（なつまつりなど）
を企画しています。また、地域に根ざし、地域に開かれた施
設として、地域と連携しながら子どもたちの健全育成活動を進めています。

ご利 用について

０才〜１８歳までの児童はいつでも自由に遊ぶことができます。
就学前の児童は保護者の同伴が必要です。

「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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地域福祉ネットワーク事業 取り組み報告

住民の皆さまと考える 地域福祉の担い手支援
●活動の取組報告

●地域福祉の担い手支援

今年も懇談会を実施した各地
区より代表者にご登壇いただき、
「須磨区社会福祉協議会 福祉啓
発講演会」
（平成28年3月14日
（月）須磨区役所4階 多目的会議
室）にて報告・発表いただく予定
です。

須磨区社会福祉協議会では、昨年度から「地域福祉ネットワーク事業」とし
て、区内の地域福祉活動について振り返り、次世代の担い手育成について考
える場を持っています。

●活動者の皆さまと一緒に・・・
今年度は「西須磨東部地区」と「神の谷地区」の皆さまと取り組んでいま
す。
「西須磨東部地区」は友愛訪問ボランティア活動、
「神の谷地区」はふれ
あい給食会活動をテーマに懇談会を実施しました。
西須磨東部地区

神の谷地区

日頃の友愛訪問ボランティア活動について
振り返りを行いました

給食会の一コマ。参加高齢者もボランティアも
一緒に。息が長い活動の秘訣は何でしょう？

昨年度の福祉啓発講演会のようす

●活動は続くよ、どこまでも

昨年度に一緒に取り組みをさ
せ ていただいた「 白 川 地 区 」や
「板宿、東部、だいち中部」の3地
区についても、
その後の発展
した 活 動 に 繋
がっています。

活動の振り返りを行った白扇会ふれあい給食会では
レシピ集を作成しました

「傾聴ボランティア養成講座」を開催しました！！
「傾聴」とは、相手の話に耳を傾け、しっかりと受け止めて聴く、相手との信頼関係を築くために大切なコミュニケーションスキルです。
今回は、２日間の講座と施設体験を含めたカリキュラムで、延べ56名の方にご参加いただきました。
講座は、兵庫県対人援助研究所 主宰 稲松 真人氏の
「研修は楽しく！笑顔で！眉間にしわを寄せない！で楽しみながらしましょう！」の声かけでスタートしました。

１日目（平成27年11月6日）
テーマ：
「高齢者と接するには〜高齢者のこころを理解する〜」

２日目（平成27年11月27日）
「《聴く》という支援〜相手を理解するコミュニケーション〜」
テーマ：

態度や声といった非言語のコミュニケーションや、
「言葉を聴く」だけで

援助的なコミュニケーションスキル（視線・表情・態度・話し方等）の良い例と悪い

なく「思いを聴く」ことの大切さについて、事例を交えて講義をしていただ

例について、具体的に講義をしていただきました。また、ただ聴くだけでなく、相づ

きました。受講された皆さまからは、
「言葉の大切さ、笑顔の大切さを実践
できたらと思います」
「ボランティアだけでなく、日常の生活にも通じるお話
でした」等のご意見がありました。

ちなどで相手の話を予測する、言い換える、要約するといったスキルについても学
びました。
受講された皆さまからは、
「とても
わかりやすく、楽しかったです」
「毎

また、ボランティアが初めての受

年、開催して欲しいです」等のご意見

講者の方には、受講後、区内の施

があり、傾聴について楽しく学んでい

設において、実際に傾聴ボランティ

ただきました。

アの体験をしていただきました。

講座の最後には、講師である稲松先

初めての方と話すことの難しさ

生から、
「結果を求めないで、プロセス

や沈黙の怖さ等を実感する機会と

を大切に」
「 上手 にではなく、 丁

なった貴重な体験でした。

お隣同士、自己紹介してお知り合いに

受講生同士でできるだけ多くの方とお話ししましょう

寧 に」と受講された皆さまにエールが送られました。

初めてボランティア活動される方も、すでに活動いただいている皆さまにも、今後の充実した活動に繋がる講座となりました。
来年度も「傾聴ボランティア養成講座」をはじめ、さまざまな講座・交流会の開催を予定しています！
是非、ご参加いただき、ボランティアの輪を広げていきましょう！
！

加入
受付

安心してボランティア活動をしていただくために…
＜兵庫県ボランティア・市民活動災害共済＞平成28年度 加入受付のお知らせ

須 磨 区ボランティアセンター では、皆さまに安 心してボランティ
ア活動をしていただくために、上記共済の加入受付をしています。
平成28年4月1日からの加入を希望される方は、平成28年3月1日
(火)〜3月31日（木）までの間に加入手続きをお済ませください。
平成28年4月1日以降に加入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のでご注意ください。
平成27年度中に加入された方も、平成28年3月31日で補償期間が
終了しますので、別途加入手続きが必要です。

加入受付
日 時：平成2８年3月１日（火）受付開始 月〜金曜 9：00〜16：45 ※土・日・祝を除く
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）
※北須磨支所では受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

掛け金：＜市民活動災害共済プラン＞
＜天災危険補償プラン＞

1人500円
1人600円

お願い
①名簿(氏名・住所・電話番号)を添付されるグループは、コピーを３部お持ちください。
②釣り銭のいらないようにご用意願います。

詳しくは右記までお問い合わせください！ 須磨区ボランティアセンター TEL 731-8922 FAX 733-2533
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高齢者と児童の交流の場
ふれあい子ども囲碁教室

みまもんちゃん

場所：妙法寺地域福祉センター

妙法寺小学校に隣接している妙法寺地域福祉センターでは、毎週火曜日の15時より、
「子ども囲碁教室」が実施されており、放課後になると、学校帰りの子どもたちが大勢集まってきます。
「よろしくお願いします」の挨拶から教室は始まり、元気いっぱいの子どもたちが夢中で囲碁を打ち始めます。この囲
碁教室は、妙法寺ふれあいのまちづくり協議会と老人クラブの皆さまが、放課後の子どもたちが地域の中で安心して過
ごせるように、見守ることはできないかと考えられたことがきっかけとなり、昨年の3月より実施されています。
ポスターの掲示や学校便りへの掲載により、地域の中でも浸透してきており、毎回約20名の子どもたちが参加してい
ます。普段、なかなか交流する機会のない地域の高齢者と子どもたちが、囲碁を通じて和気あいあいとコミュニケー
ションを深めています。
活動が始まってちょうど１年になりますが、ボランティアの皆さまにお話を伺うと「挨拶をしてくれる子どもたちが増
えたのを実感する」という声がありました。また、子どもたちだけでなく、その親世代の方々も積極的に参加され、交流
を深めているとのことでした。
今後も地域のなかで、貴重な世代間交流の場となっていくことでしょう。

地域の協働の場づくり

協議体のようす

平成27年度より介護保険制度が改正され、住民が主体となった生活のちょっとした支援（生活支援サービス）が充実し、支え合える
地域づくりを進めていく「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」が、平成29年4月から始まります。
そういった流れのなか、須磨区においても、高齢者を見守り、支え合う地域づくりを進めていくためにさまざまな協議を行う場であ
る協議体が設置され、平成27年12月8日 須磨区役所にて、地域の中で生活支援サービスを提供されているさまざまな団体が一堂に会
し、高齢者の生活支援サービスに関して意見交換を行う場をもちました。
今回は、学識経験者の方のアドバイスを頂きながら、自治会連合会、連合婦人会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連合会、ふ
れあいのまちづくり協議会連絡会といった地域でさまざまな福祉活動をされている団体の皆さまや、区内に8カ所ある高齢者の相談
窓口であるあんしんすこやかセンターより各職種の代表者、また、生活支援サービスを実施されているNPO法人やコープこうべ、シル
バー人材センターといった団体の代表者が集い、活動紹介を行うことで、区内でのお互いの活動について相互理解を深めました。
今後も高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりを進めていくため、協議を重ねていきます。

高齢者作品展のご報告

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手話の普及を目的としています。
須磨区社会福祉協議会においても須磨区聴力言語障害者福祉協会のご協力により、
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ともに、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、毎年手話入門講座を開講しています。
平成28年度の講座は下記のとおり開催します。
皆さまのご参加、心よりお待ちしています。
平成27年度 手話入門講座のようす
日 時：平成28年5月11日より9月21日 毎週水曜日 14:00〜16:00 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：須磨区社会福祉協議会へ来所、もしくは、
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、
はがき、e-mail(info@suma-shakyo.or.jp) などで、
平成28年4月28日(木・消印有効)までにお申し込みください。
申込先：〒654-8570(住所不要) 須磨区社会福祉協議会 『手話入門講座』係

※事前申込不要

子どもたちの真剣なようすに指導にも熱が入ります

須磨区生活支援サービス基盤整備事業「協議体」

手話入門講座受講生募集中！！

心配ごと相談所

囲碁もおしゃべりも楽しみます

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。
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
お問い合わせ： 須磨区社会福祉協議会
TEL 731-4341（内線312）

創作活動を生きがいにされている高齢者の作品披露の場として、今年もあんしんす
こやかセンターの地域支え合い推進員・見守り推進員が主体となり実施されました。
いきいき作品展

ふれあい作品展

平成27年11月18日（水）〜20日（金）
須磨区民センター2階 ギャラリーコスモール

平成27年11月12日（木）〜17日（火）
北須磨文化センター１階 ギャラリー

生命保険協会兵庫県協会様より
福祉巡回車が寄贈されました！

須磨のまちを
駆けめぐる！

平成27年12月16日(水)、一般社団法人 生命保
険協会兵庫県協会様より福祉巡回車両が寄贈され
ました。存分に活用させていただき、当会職員一丸
となって 須磨区の皆さまが笑顔で暮らせるまち
づくり を目指して尽力します。生命保険協会兵庫
福祉向上のため、活用していきます
県協会の皆さま、ありがとうございました。

善意銀行預託者

使用済み切手預託者

（平成27年9月1日〜平成28年1月31日まで）

「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。

（平成27年9月1日〜平成28年1月31日まで）

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。

【使用済み切手預託者名】
（順不同） 宮脇 良二、山脇 みつこ、酒井 邦夫、

【金銭預託者】北須磨ボランティア、福井 和子（東

岡本 美治、布上 照子、竹田 栄、葛城 義憲、岡田 桂子、神の谷ふれあいのま

落合）、(株)mi-kittyミキティ介護事業所、板宿ふれあ

ちづくり協議会、喫茶 青葉、すこやか友が丘、鈴木整骨院待合室一同、北須

いのまちづくり協議会、妙法寺ふれあいのまちづくり

磨ボランティア、神港園サニーライフ白川、須磨区母子福祉たちばな会、常

協議会、白川台ふれあいのまちづくり協議会、横尾

盤町3丁目自治会、すま障害者地域生活支援センター、神の谷2丁目自治

健康地蔵、平木 徹、須磨区佛教会、井上 正信、コープ

会、須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会、わんぴーす、千歳町1丁目自治

名谷 コープ委員会、長谷川 泰広、北須磨ふれあいの

会、太陽生命保険㈱、司法書士 吉田博事務所、ゆいま〜る神戸、のばらグ

まちづくり協議会、三菱電機ビルテクノサービス㈱、

ループ、野いちご、いたやど障害者地域生活支援センター、にこにこリバ

匿名1件

ティ、くすい内科医院、はなやぎ倶楽部、三伸工業㈱、新須磨病院、名谷あ

【物品預託者】川端 秀樹

んしんすこやかセンター、匿名15件
※順不同

敬称略

ご預託時の名称のまま記載しています。
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平成27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いただきありがとうございました。
板宿本通商店街

平成27年度

オープニングセレモニー

須磨区募金総額

7,941,906 円

赤い羽根募金 6,003,906円・歳末たすけあい募金 1,938,000円
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、
事業所など多くの皆さま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
共同募金委員会・大黒児童館こどもヘルパー

ました善意は「じぶんのまちをよくするしくみ」として活用させていただきます。本当にありがとうございました。

JR須磨駅前

交通フェスティバル

出演ボランティアまつり

名谷駅前

マリスト国際学校

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校

ボランティアのみなさん

神戸市立竜が台中学校

須磨ネット連絡会

神戸女子大学

板宿本通商店街

高倉会館隣

妙法寺駅前

妙法寺駅前

高倉台ふるさとまつり

神戸市立須磨海浜水族園園内

滝川中学校・高等学校

高倉台連合自治会

横尾老人クラブ

神戸星城高等学校

高倉台婦人会

神戸市立須磨海浜水族園

あかはね弁当にもご協力ありがとうございました！
今年度の新たな取り組みとして、お弁当を食べるとそ
の一部が募金となる募金百貨店プロジェクトも実施しま
した。たくさんの方にお弁当でご協力いただきました。
お弁当を作ってくださった障がい福祉サービス事業
所「こころわ」
の皆さま、ご協力ありがとうございました。

「こころわ」
の皆さま

ウミガメふれあい募金
神戸市立須磨海浜水族園様にご協力いただき、ウミ
ガメの餌代が募金になる、餌やり体験募金を実施しまし
た。須磨海浜水族園様、参加されたたくさんの子どもた
ち、ご協力ありがとうございました。

グリーンフェスタ2015

ローズフェスティバル2015

表彰おめでとう
ございます。
両校は永年にわたる赤い
羽根共同募金運動への功
績が顕著であり、このたび、
共同募金運動奉仕功労団
体として表彰されました。

兵庫県知事表彰
兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校

厚生労働大臣表彰
神戸市立竜が台中学校

多額の募金をいただきました

ウミガメ餌やり体験中

プロレス団体ドラゴンゲートの選手の皆さまが、期間
中、会場で募金箱を持って募金の呼び掛けをしてくださ
いました。ご協力ありがとうございました。

笑顔でご協力いただきました

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、フレール須磨たかとり市営住宅自治会、フレール須磨千歳自治会、新大池東住宅自治会、千歳地区連合自治会、寺田町自治会、シティタワー
須磨鷹取管理組合、古川町1・3丁目自治会、市営須磨外浜住宅2号棟自治会、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、鹿松住宅自治会、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、市営松風住宅自治会、市営松風第2住宅1・2号棟自治会、関守町1丁目自治会、一の谷2丁目自治会、須磨八本松自治会、多井畑自治会、多
井畑東町自治会、高倉台連合自治会、高倉台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6丁目1自治会、横尾6団地自治会、横尾7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、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、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
川自治会、白川台南自治会、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、名谷第14団地管理組合、名谷第15団地管理組合、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、名谷第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、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、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、ガーデンハウス南落合団地管理組合、須磨パークヒル
ズ自治会【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、寺一睦会、北須磨団地寿会、南須磨鶴亀クラブ、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、離宮前クラブ、権現桜寿会、若草楽友会、緑ヶ丘親睦会、西落合松寿会、南落合寿楽会、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、
ニューシルバー高倉台、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、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、北須磨婦人会、竜が台婦人会【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、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、スリーエンゼル、青い鳥、山畑、神愛、西須磨東部自治会、月見山連合自治会、一の谷エコー、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、はなたに、東落合たんぽぽ、菅の台クラブ【ボランティア・地域団体】須磨区遺族会、絵手紙ボランティア 一期一絵、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、都市と山村をむすぶ会、西落合ふれあい喫茶ホット、すずめの会、西須磨西部給
食グループ、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、さつき会、がやがや、西須磨中部(梅・桜)、特定非営利活動法人 松尾、大田ふれあいの会、ボランティアサークル はなみずき、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、白川台給食サービスグループ 白扇会、虹のつどい、若草虹のかけはし食事会【保育所(園)】須磨、たかとり、高倉台、菅の台、竜が台、東須磨、太田共同、千歳、村雨、すまいる、
いたやど、あじさい、やまびこ、くすの木、北須磨第二【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、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、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、大手、西須磨、禅昌寺、育英、神戸YMCAちとせ、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、のぞみ、名谷みどり【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、花谷、南落合、竜が台、菅の台、須磨
浦【中学校】太田、鷹取、飛松、高倉、横尾、友が丘、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、若宮商友会、須磨寺前商
友会、ジョイエール月見山、ビバタウン板宿ビル管理組合【社会福祉施設・福祉サービス事業所】ヨハネ寮、神戸愛生園、神戸聖生園、神戸友生園、神戸聖隷福祉事業団法人本部、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、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、オラージュ須磨、しんじゅ、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、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、
ツクイ神戸北落合、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、café
amico、ヨハネ小規模作業所、Withくれよん、じゅうしん須磨寺、ジョイント、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、こころわ、たかくらの夢、妙法寺音
楽堂、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【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、ルームいろは【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、兵庫県立こども病院、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、宮本医院、村上内科、大路外科医院、前田外科医院、小泉内科循環器科、建石医院、坪井クリニック、長谷川
医院、石川神経科診療所、林産婦人科、益子産婦人科医院、道下クリニック、友岡泌尿器科医院、中野泌尿器科、梶川眼科医院、安東歯科、井上歯科医院、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【法人】須磨寺、綱敷天満宮、神戸市母子福祉たちばな会、横尾健康地蔵、リバティルーム カーナ、喫茶 青葉、仕出し あさ多、神戸流通センター連絡協議会、豊乃荘、㈱ドラゴンゲート、司法書士 吉田博事務所、YETI、メ
ゾン・ド・デセール、YOURS、カットスタジオ わかみや、café Sugarpine、板宿ガスセンター(福田商店)、いなり屋製麺、金時手打ちうどん、松井食品、福広商店、和食堂 まるさ、Hangout、大住 原田のパン、㈱長谷川鉄工所、㈱イ
ナハラ、コベルコビジネスサポート㈱、板宿開発㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、㈱あいおいNDIサポートBOX、㈱日の出造園土木、兵庫明光販売㈱、㈱OMこうべ、㈱川嶋本店、㈱鳥光、㈱兵庫福祉保険サービス、ボックサン
板宿南店、㈲井筒屋モータース、養畑商店 名谷店、まるしげ 板宿店、ローソン 板宿戎三丁目店、マックスバリュ 須磨海浜公園駅前店、ダイエー 板宿店、ミクちゃんガイア 板宿東店【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、ユースプラザKOBE・WEST、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、白川台会館、環境局 須磨事業所、建設
局 西部建設事務所、交通局 名谷業務ビル、交通局 市バス落合営業所、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、神戸土木事務所【街頭募金協力団体】大黒児童館、竜
が台中学校、須磨ネット連絡会、落合児童館、高倉台ふれあいのまちづくり協議会、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、神戸星城高等学校、兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校、
須磨海浜水族園、神戸女子大学、マリスト国際学校、名谷車両基地
（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いただいております。また、個人（職域）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。ご了承下さい。

