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社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会

発 行

須磨区社協だより

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」は赤い羽根募金の配分金を活かし、年に
４ 回発行しています。
〒６５４-８５７０ 須磨区中島町１丁目１－１ 須磨区総合庁舎内
TEL 731 － 4341
（代表）内線 312 ～ 314
FAX 736 － 4486
ホームページ http://www.suma-shakyo.or.jp
電 子 メ ー ル info@suma-shakyo.or.jp
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新年あけましておめでとうございます。
昨年 6 月、神戸市須磨区社会福祉協議会理事長に就任いたしました小池弘三です。
どうぞよろしくお願いします。
みなさまには、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申しあげます。
本年も、須磨区社会福祉協議会は、人と人とのつながり、支え合うことを大切にし、
様々な事業を通して「誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる福祉のまちづくり」
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、みなさま方の引き続いてのお力添えを、心からお願い
申しあげるとともに、本年が明るく希望に満ちた年でありますようお祈り申しあげ
まして、新年のご挨拶とさせていただきます。

神戸市須磨区社会福祉協議会
理事長
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・ひとりぐらし高齢者友愛訪問活動の推進
・ふれあい給食会活動の推進
・地域見守り活動の推進
など…

・児童館の管理運営

ଢǔƘಏƠƍȜȩȳȆǣǢ
・ボランティア活動のコーディネート
・ボランティアに関する講座の開催
など…

＊１面＊
新年のごあいさつ

・すま障害者地域生活支援センターの運営
・手話入門講座の開催

＊３面＊

須磨区地域福祉ボランティア活動助成
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済

など…
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＊２面＊

広告を募集しています

・子育て支援事業の推進

若草児童館
あんしんすこやかルーム
「つかさ」

など…

Ẃ増田太郎講演ライブẂ
＊４面＊
赤い羽根・歳末たすけあい募金運動
グリーンフェスタ2010（報告）
すまいんど（報告）
善意銀行

のご案内

※詳しくは 4 面にて

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せください。

２０11年（平成２3年）1月発行

2

ボランティア活動者募集
A、スクールボランティア
日
場

時 = 平日（時間は学校ごとに異なる。応相談）
所 = だいち・東須磨・西須磨・東落合・菅の台・南落合・東落合・
妙法寺・多井畑・若草小学校、横尾中学校、青陽須磨支援学
校小・中学部
容 = なかよし学級・校外学習補助、学校内障害児・給食介助など

内

B、登・下校介助ボランティア
①日時
場所
内容
②日時
場所
内容
③日時
場所

=
=
=
=
=
=
=
=

内容 =
④日時 =
内容 =
⑤日時 =
場所 =
内容 =

火・水・金曜 授業終了後
だいち小学校〜たかとり児童館
小1男児の下校介助
火曜 授業終了後
だいち小学校〜大黒児童館
小3男児の下校介助
月〜金曜 登校：8時30分〜下校：授業終了時間（曜日で違う）
登校：自宅（東落合2 〜東落合小学校）
下校：東落合小学校〜落合児童館
小2男児（車いす使用）の登・下校介助
金曜日名谷駅・8時35分
須磨北中学校生徒（中2男子・車いす使用）・
神戸市総合教育センターまでの付き添い
木曜 15時45分〜
飛松中学校〜板宿
中1女子の下校介助

C、ちょこっとボランティア
内

容 = 高齢者施設などで趣味指導・高齢者・障がい者の通院介助
障がい者施設でのお散歩ボランティア他
※日時はボランティアの日程による

申

電話かFAXで下記へ。

問

須磨区ボランティアセンター TEL 73-8922 FAX 736-4486

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
●平成23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。
平成23年4月1日からの加入を希望される方は、3月中に加入手続き
をしてください。
平成22年度に加入された方も、平成23年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。
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須磨区地域福祉ボランティア活動助成
この助成金は区民の皆様のご寄付による善意銀行を財源としています
趣
旨：地域のボランティア活動や地域福祉活動に対して助成
を行い、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、もって須磨区民の福祉の向上
を図ることを目的としています。
≪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であ
ること
②５人以上の構成員であること
③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日以上活動していること
④特定非営利活動促進法に掲げる活動をしていること
⑤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
助成金額：1グループあたり2万円が上限（申請団体数によっては、
減額する可能性もあります）
申請期間：平成23年1月17日（月）〜 2月28日（月）
3月1日（火）以降の活動実績を含めて申請条件を満たす
団体は、平成23年1月31日（月）までにご連絡ください。

ボランティアグループ紹介
●須磨MⅰDoRⅰの会

須磨MⅰDoRⅰの会のメンバーは、他のボランティア・グループの
代表やメンバーでもある方が多く、定例会での情報交換では、各々の活
動の内容などを話し合っています。その中で、年数回のイベント活動へ
の参加、また、年1回の講演会や研修講座を開催しています。
その話し合いの中で「お年寄りに輝いてもらおう」との声から、「お
しゃべり自分史」づくりの活動が今年から始まりました。
だれの人生にも語りつくせないドラマがあります。
友人知人に自分の口からはなかなか話せない悲喜こもごもの足跡があ
るはずです。3人でチームを作り、高齢者を訪問させていただき、分担
してインタビューします。写真、テープ録音を行い、テープ起こしをし
てパソコン入力、編集、製本します。約2週間で2L判の写真入り自分史
が出来上がります。今までに2人の方の「おしゃべり自分史」をお届け
しました。
「自分の歩んできた道が1冊の本になり、とても感激してます。」「イ
ンタビューを受けながら、昔の事を思い出し、よく頑張ってきたなと胸
が熱くなりました。」等の感想をいただきました。
皆さんも「おしゃべり自分史」を作りませんか！！
須磨MⅰDoRⅰの会では、皆さんからのご要望をお待ちしています。

北須磨支所でも受付いたします
日
場

時：3月7日・28日（月曜日） 13：00 〜 16：00
所：北須磨支所5階 会議室

出来上がった
「おしゃべり自分史」

※北須磨支所では、県民ボランタリー活動助成の申請受付は
出来ません。共済のみの受付となります。

共済受付でのお願い
① 名簿を添付されるグループは、4 部コピーをお持ちください
② 加入掛金は、釣り銭のいらないようにご用意ください

相談窓口

※申込みは必要ありません。（相談無料）

●心配ごと相談
日
場

時：毎月第1・3（火）13：00 〜 14：30（祝日休）
所：須磨区役所2階 須磨区社会福祉協議会
問：須磨区社会福祉協議会TEL731-4341（内線313）

●子育て相談室
日
場

時：毎月第1（木）10：00 〜 12：00
所：1月6日：須磨区役所健康福祉課
2月3日：北須磨支所保健福祉課
3月3日：須磨区役所健康福祉課
問：須磨区主任児童委員連絡会事務局TEL731-4341（内線303）
河野主任児童委員 TEL742-1210

今、語らないと・・・「わが青春と人生」
「おしゃべり自分史」ご希望の方へ
・インタビュー時間はメンバーがご自宅や施設を訪問して、約
40分お話を伺います。
・費用は実費の2000円です。
・2L判の写真入り自分史 30冊と肉声テープを差し上げます。
★申込・お問合せ先★
須磨MⅰDoRⅰの会

橋本さん

TEL 74-90

その他の相談窓口
「市民法律相談」 日時：毎週水（祝日休）12：00 〜 15：30
場所：須磨区役所3階大会議室
「行政相談」
日時：毎月第3月（祝日休）13：00 〜 15：00
場所：須磨区役所3階まちづくり課と支所市民課
問：まちづくり課 TEL731-4341（内線211）
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高齢者支援！子育て支援！そんな現場からの生の声！
●高齢者を見守る現場から

～このコーナーでは、須磨区内のあんしんすこやかルームの高齢者見守りの現場を紹介します～

つかさあんしんすこやかセンター

あんしんすこやかルーム「つかさ」
「あんしんすこやかルーム つかさ」は市営横尾住
宅の一室に12月27日にオープンしました。
主な仕事は、①高齢者の皆様の福祉・介護保険など
に関する相談②お元気確認③関係機関との連絡④ご
近所の仲間づくりに関する行事の支援などです。高齢
者の皆さんが住み慣れた地域で、安心して元気に生
活していただけるよう、お力になりたいと思います。
地域の見守りの拠点として、地域の皆さんに親しま
れるあんしんすこやかルーム「つかさ」を目指しま
す。あんしんすこやかセンター「つかさ」とともに、
どうぞよろしくお願いいたします。

○開設時間…月・水・金曜日 10時から16時
※午後は訪問などで不在にする場合が
あります。
※祝日・年末年始はお休みです。
○開設場所…市営横尾住宅8号棟105号室
○電話番号…743−5799

前向きに希望を語る 推進員
田中さん

つかさあんしんすこやかセンター

●子どもを育む現場から
若草児童館
〒₆₅₄︲₀₁₁₂
神戸市須磨区若草町 3-14-9
TEL 741 － 0688

『よさこいで元気いっぱい！
～児童館によっちょれ（みんなよっといで）～』
「緊張したけど、楽しかった。」
「たくさんの人に見てもらえて嬉しかっ
た！」・・・10月、小学校で行われたPTA主催のイベントのオープニン
グで披露させていただいた時の子どもたちの声です。放課後児童クラブ
（学童保育クラブ）有志による『よさこい』の練習は今年2年目になりま
すが、子どもたちは練習が大好き！今年度はメンバーも増えてますます
元気いっぱいです。昨年、高齢者のふれあい給食会を訪問した折にも温
かい笑顔と拍手をいただき、子どもたちは大満足。多少のミスはあって
も、地域の方々の多くの励ましが子どもたちの自信ややる気につながる
ことを実感しています。
若草児童館はバス停『若草町』から徒歩5分、静かな住宅街の中にあ
る若草地域福祉センターと併設された建物の3階、4階部分です。住宅地
であるにもかかわらず、周辺の歩道を歩いているとヘビやトカゲ、バッ
タやカマキリなどに出会えることも。
児童館では毎月季節
に応じた様々な行事を
実施しています。地域
の方々もボランティア
として乳幼児の親子の
ひろばやクラブのお手
伝い、絵本の読み聞か
せ や 絵 手 紙 教 室 な ど、
子どもたちのために幅
広く活動してくださっ
ています。

絵本マイスター

TEL.747-2521

FAX.747-2560

子育てコミュニティ
育成事業では、コミュ
ニティ委員の方々に
よるハイキングや一泊
キャンプ、映画会など
の楽しいイベントがあ
り、リピーターの多さ
から人気のほどがうか
がえます。今後も地域
のご協力をいただきな
がら、居心地の良い児
童館を目指していきたいと思います。
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料
・ビニール袋（小）
・マジック

①ビニール袋にマジックで絵を描く。
②ビニール袋にたこ糸Ａをセロテープで貼りつける。

・たこ糸
・セロテープ

③たこ糸Ｂをたこ糸Ａの真ん中に結びつけて、できあがり。

Ⓐたこ糸
Ⓑたこ糸
40〜50cm
セロテープで貼る

折り紙等をいろいろな形に切って、両面テープで貼ってもきれいです。
手に持って走るだけで子どもたちはゴキゲン！

が伝える“絵本のすばらしさ”

『ちいさいおうち』

（作・絵／バージニア・リーバートン

読んだことのある人は懐かしいと思われるでしょ
う。静かな田舎にちいさいおうちが建っていました。
周りに工場ができ、賑やかな町になるにつれ、田舎
の景色を懐かしく思うのです。1965年に発行され長
く読み継がれています。発行されてから成人式を迎
えた本は、時代の評価を受けた良い絵本といえます。

訳／石井桃子）
ちいさいおうちを中心に、家の周りが変わっていく
様子が描かれていて、絵を見ているだけで、季節の移
り変わりや自然の豊かさに改めて気付かされます。
親子でじっくり楽しんでほしい絵本の代表作とい
えるでしょう。
出版社／岩波書店
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増田太郎

講演ライブ
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〜 そ れ で も ＜絶
）〜
望＞しなかった理由（わけ

日
時：3 月 5 日（土）14：00 〜 15：30
場
所：パティオホール（須磨パティオ「健康館」3 階）
参 加 料：無料
定
員：300 名（区内在住・在勤の方、申込多数の場合は抽選） ※手話通訳あり
申込方法：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、下記まで
申 込 先：〒654-8570（住所不要） 須磨区社会福祉協議会「講演ライブ」係
締
切：2 月 14 日（月） ※当日消印有効
抽選結果については、2 月末日までにご連絡させていただきます。
【増田太郎氏プロフィール】
５歳よりヴァイオリンを始め、20 歳で視力を失うが、「ヴァイオリンを
弾きながら歌う」という独自のスタイルで音楽活動を展開。生のヴァイ
オリンの迫力とともに、落語ばりで笑わせる話術で、子どもから大人まで、
あらゆる世代の聴講者を魅了しています。

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、たくさんの方々や学校にボラン
ティアとしてご協力いただきました。

赤い羽根・歳末たすけあい募金運動

ƝңщƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ

10/ 1（金）板宿商店街
（区共同募金委員会役員など）
10/ 8（金）名谷駅前
（竜が台中学校）
10/23（土）グリーンフェスタこうべ2010 （須磨ネット連絡会）
11/ 6（土）高倉台郵便局前
（高倉台児童館）
11/ 7（日）須磨寺楽市
（須磨ノ浦女子高等学校）
11/10（水）妙法寺駅前
（神戸星城高等学校）
11/13（土）須磨パティオ買物広場
（落合児童館）
11/17（水）板宿商店街
（滝川学園インターアクトクラブ）
12/11（土）名谷駅前
(啓明学院YWCA部）
12/15（水）名谷駅前
（須磨高等学校）
12/16（木）名谷駅前
（北須磨高等学校）

お寄せいただいた募金額の報告と大口寄付事業所のご紹介は、次回春号に掲載させていただきます。

2010」終了報告

（須磨区地域自立支援協議会
「すまいんど」

10月23日（土）10時〜 16時、神戸総合運動公園で開催された「グリー
ンフェスタ2010」に須磨ネット連絡会に参加するボランティアグルー
プを中心にボランティア42人で参加しました。
「募金活動に参加して、たくさんの方とふれあえた事が楽しかった」
「 ワ ッ フ ル・ 飲 み 物 も 完
売し、赤い羽根共同募金
もみんな力を合わせてで
きた事が良かったです」
等の声がありました。
秋の1日楽しみながら
須磨区内ボランティア
のボランティア活動にな
グループによる
「友遊グループ」に
りました。
共同募金活動
よる紙芝居

善意銀行

11月13日（土）、須磨パティオ買い物広場において、須磨区内の作
業所・事業所の仲間が心をこめて作った商品を販売する「すまいんど」
を開催し、たくさんの方々に来場いただきました。
今回、複数の作業所・事業所の商品を組み
合わせた限定詰め合わせセット（お菓子セッ
ト・ お し ゃ れ
セットなど）
も 登 場 し、 人
気の商品は予
限定詰め合わせセット
定数を完売し
「お菓子セット」
ました。
「すまいんど」の様子

金銭・物品・使用済み切手など・・・皆さまからいただいた善意を
須磨区の福祉に役立てます

●預託者●
平成22年9月〜平成22年11月末までの
寄付・寄贈者（敬称略・順不同）
【金銭等】

合同バザー）報告

▲

「グリーンフェスタ

【使用済み切手】

板宿ふれあいのまちづくり協議会

【物品等】

沖田

澄男

妙法寺ふれあいのまちづくり協議会

毛利

末廣

信俊

須磨パークヒルズ自治会

松岡

北須磨ボランティア

花谷地域福祉センター

新日本婦人の会須磨支部

名谷コープ委員会
匿名

4名

沙羅の会

和子

・中村

五郎

・鈴木整骨院待合室一同

・石川

理彩

・すま障害者地域生活支援センター

・金本

栄美

・のばらグループ

・人見

和男

・ダンスサークルスリーナイン 999

・河野

千代子

・須磨区心身障害者（児）福祉団体協議会

・岡本

美治

・常磐町 3 丁目自治会

・宮村社会保険労務士事務所
・南落合ふれあいの
まちづくり協議会

・匿名 7 件

使用済み切手の平成 22 年 4 月〜
12 月までの販売収益金額は、
24,670 円でした。

「こすもす」は、赤い羽根共同募金の配分金を活かし、年 4 回（4・7・10・1 月）発行しています。

