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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

2015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
須磨区社協

検索

メール info@suma-shakyo.or.jp

〜やさしさが必ずとどく赤い羽根〜

赤い羽根共同募金がはじまります
10月1日（木）〜12月31日（木）

2015年
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今年度も皆さまのあたたかいご協力をお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金って
よく聞くけど、
どんな
募金なんだぼぅ？

須磨区マスコット
キャラクター
すまぼう

Q
長い歴史のある募金なんだぼぅ。
集まった募金は、
どんなことに
使われているんだぼぅ？

兵庫県共同募金会マスコット
あかはねちゃん

A

詳細は

4ページ

じぶんたちの町の高齢者や子どもたち、
障がいのある方を支援するために
使われているの。
くわしくは、4ページを見てみてね！

募金 の 方法を紹介します！
！

!
NEW

●須磨海浜水族園で募金しよう！
！

●お弁当を食べて募金しよう！
！

障害 福祉サービス事業所「こころわ」
（運営：NPO法人 おーけすとら・ぴっ
と）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。
おなかいっぱい、しあわせいっぱい、
お弁当（カレー）を食べて、すまの町を
よくしよう！
※詳細については下記事業所にお問い
合わせください。
「こころわ」須磨区宝田町３−２−３
TEL/FAX：078-736-3138

寄付つき募金弁当

覚書調印式の様子

●街頭募金で

ぼくに
も！？
駅前やイベントなどで、募金活動を行います。
会えるか
●今年度の主な予定
10月 1日
（木）
10月10日
（土）
10月25日
（日）
11月 3日
（火・祝）
11月14日
（土）

ご存じですか？

A

共同募金は1947年から始まった
とても古くからある募金なの。
じぶんたちの町を良くするために、
とても役に立っているのよ。

板宿商店街オープニングセレモニー
グリーンフェスタこうべ
（総合運動公園）
交通フェスティバル
（名谷車両基地）
そ の 他 、いろんな
須磨海浜水族園
場所で街頭募金を
Sumacia
（名谷パティオ）
行います。

「神戸市立須磨海浜水族園」のご協力によ
り、11月3日（火・祝）11：00より園内で募
金活動を実施します。
当日は特別に「ウミガメ餌やり募金」も行い
ま す。水 族 園
の 動 物たちも
募金活動を一
生 懸 命 応 援し
ていますので、
ぜ ひご 来 場く
ださい！
ウミガメ餌やり募金

©2014神戸市 14-040

●交通フェスティバルで募金しよう！
！
「神戸市交通局」のご協力により、
10月25日（日）10：00〜15：00に名谷車両
基地で開催される「交通フェスティバル」にて
募金活動を実施します。会場ではクリアファ
イル等の資 材募金
もあります。
また、イベントでは
さまざ まな催しも
行いますので、ぜひ
ご来場ください！
神戸市交通局
マスコットキャラクター
ゆうちゃん

●振込みで

●バッジやクリアファイルなどで

●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
※加入者負担の払込取扱票の場合は、振込手
数料が無料です。

バッジやクリアファイル
などにより、募金にご協
力いただけます。
場所：須磨区社会福祉
協 議 会（ 須 磨 区 役 所３
階）
・北須磨支所にて

郵便局で振込みによる募金ができます。

●募金箱へ

記念バッジ

妖怪ウォッチ
ファイル

©L5/YWP.TX

公共施設などの窓口や区内さまざまな場所に募金箱を設置しています。

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…株式会社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）①所得税の寄

付金控除額（「所得控除」か「税額控除」のどちらかをお選びいただけます。） 【所得控除】次の金額が課税対象となる所得の金額から控除されます。寄付金額（年間所得
の40％を限度とする金額）−2千円 【税額控除】次の金額が納付すべき所得税の額から控除されます。
［寄付金額（総所得金額の40％を限度とする額）−2千円］╳40％

※ただし、控除対象額は所得税額の25％が限度となります。※税額控除を受けるためには、確定申告時に「寄付金の領収書」
と
「税額控除の証明書」写しの提出が必要で
［寄付金額（年間所得の30％を限度とする額）−2千円╳10/100
す。②住民税の寄付金控除額 【税額控除】次の金額が納付すべき住民税の額から控除されます。

「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

住民の皆さんと考える 地域福祉の担い手支援
●地域福祉の担い手支援

●地域にあわせた「担い手支援・発見・養成」

2025年には4人に１人が75歳以上の超高齢社会が到来すると

須磨区社会福祉協議会は、地域にあわせた「担い手支援・発見・養成」につい

いわれる中で「地域福祉の担い手不足」は大きな課題の一つです。

て、今後も地域の皆さんとともに考え、発信する場を作っていきたいと考えてい

とはいえ、地域の福祉活動がなされていないかというとそうで

ますので、よろしくお願いいたします！

はなく、住民主体で行われているボランティア活動の裾野は広く
そこで、須磨区社会福祉協議会では「地域福祉ネットワーク事
業」として、地域で長く取り組まれている「ふれあい給食ボラン
ティア」や「友愛訪問ボランティア」といった区内の地域福祉活
動について振り返り、次世代の担い手について考える場を持ち
ました。

●えがおでつなぐ地域活動
3月6日（金）に「私たちの須磨！〜顔の見える地域づくり〜」と
題して報 告 会を開 催し、
ボランティア活 動 者を中
心に、行政・専門職・社協
など、様々な立場 の 参加
者が約20 0 名集まり、地
域福祉の担い手支援につ

顔の見える地域づくりにむけて

深いものです。

いて考えました。

①「地域にとって必要な活動」、みんなが（受け手も担い手も）
「楽しい
活動」をつくろう！
新たな担い手を増やすには、まず「やってみたい！」と思える活動であるこ
とが大切。
② いろいろな人の「力」を活かしていこう！（本当の意味での「協働」を）
いかに多彩な人々が各々の特長を活かして協力できるかが、協働の「肝」。
③「継続」の力を、次の世代への「バトン」でつないでいこう！
地域の活動では次世代への「バトンタッチ」を強く意識することが求められ
ています。
④ みんなの 思い を共有するための「学習」の場を大切にしよう！
思い を共有し、共通の目標をめざして役割を分担してい
けるよう話しあう「学習」の場を継続して持つことや、それ
を発展させて夢を描く「プラン」づくりなども効果的です。
⑤ しっかり「伝えていく」ことにも力を入れよう！
多くの人に関心を持っていただく工夫をし、知ってもらう工
夫をしましょう。

〜スクールボランティア養成講座・交流会〜
スクールボランティアは、地域の小・中学校で障がい等のある児童・生徒が、より楽しい学校生活を送るために、学校・児童・生徒・保護者と協働し、
支援するボランティア活動です。現在は区内13小学校、1支援学校で約80名のボランティアの方々が活動されています。
ボランティアセンターでは、今年10年目を迎える「スクールボランティア養成講座」
・
「交流会」を開催しました。

●養成講座（6月25日、7月2日、9日＋学校体験）

●交流会（8月5日）

養成講座は、3日間の講座と学校体験を含めた計4日のカリキュラムで、延
べ51名の方に参加いただきました。

交流会は、区内12校の先生方18名とスクールボランティア20名が一同に
介して開催しました。

mottoひょうご 栗木 剛 氏の講座では、テンポの良い楽しいお話により、

日頃ゆっくりと話し合う機会の少ない先生方とスクールボランティア、ま

力を抜いてボランティア活動の第一歩を踏み出していただくことができ、放

た同じ学校で活動をしていても、なかなか交流する機会のないボランティア

課後等デイサービス よりみちくらぶ 北村 淳 氏の講座では、学校での具体

同士が、関わりのある子どもたちの状況や対応等について意見交換をしま

的な事例を中心にお話をしていただくことで、子どもたちの支援について深

した。後半には、他校の先生やスクールボランティア同士も、各学校同士の

く学ぶことができました。

交流や関わり方について情報交換

学校体験では、それぞれの体験

しました。

校において笑 顔で迎えられ、多く

今後も障がい等のある児童・生

の子どもたちと触れ合うことがで

徒が、より充実した学校生活を送

きました。その後の最終日には、

れるように、学校・保護者・スクー

講師の方々も交えて、スクールボラ

ルボランティアが集い、情報共 有

ンティア同士、生の声で語り合って
いただくことで、今後の活動に繋
がる講座となりました。

をすることの大切さを改めて確認
養成講座の様子。子どもたちとの関わり方について
活発に語り合っています。

した交流会でした。

交流会に参加された皆さん。今後も
スクールボランティア活動をよろしくお願いします！

現在も区内の多くの小学校・支援学校から、スクールボランティアの依頼が来ています。子どもたちのより充実した学校生活のために、
皆さんのより一層のご協力をよろしくお願いいたします！

募集 「傾聴ボランティア養成講座」
（全3回・体験含）
のお知らせ
「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のに大 切なコ
ミュニケーションスキルです。今後、ボランティア活動
をされていくなかで、
「傾聴」の技術を習得し、活かし
たい・学びたいと考えられている方を対象に開催しま
す。興味・関心のある方はぜひ受講ください。

日
時：平成27年11月6日(金)・11月27日(金)（ボランティア活動が初めての方は体験あり）
会
場：須磨区役所 201会議室
定
員：30名(申し込み多数の場合は抽選)
講
師：兵庫県対人援助研究所 主宰 稲松 真人 氏
申込 方法：電話、またはハガキ・FAXに以下の事項をご記入の上、須磨区ボランティアセンターあてにお申し
込みください。
①住所 ②氏名（ふりがな） ③連絡先（電話・FAX） ④年齢 ⑤ボランティア活動歴 ⑥応募理由

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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高齢者作品展のお知らせ

介護で悩んでいるあなたに…

須磨区介護者の会「すまいる」
須磨区介護者の会「すまいる」は、平成15年6月から活動を開始しまし

地域の中で、書道や絵画等のものづくりを生きがいにされている高齢者の方の作品披
露の場として、また地域の皆さんの交流のきっかけとするために、あんしんすこやかセン
ターの地域支え合い推進員や見守り推進員の方々が中心となって開催します。お誘いあ
わせの上、出展者の心のこもった作品をご鑑賞ください。

いきいき作品展

た。介護者の皆さんと、須磨区社会福祉協議会が協力して運営しています。

11月18日（水）〜20日（金）
須磨区民センター2階

介護者の皆さんが気軽に胸のうちを語り合える場、それが「すまいる」

ふれあい作品展

11月12日（木）〜16日（月）
北須磨文化センター１階

です。皆さんも「すまいる」の仲間になりませんか。

時には調理実習も行います。嚥下が心
配な方への調理法を学んでいます。

勉強会の様子。思いのたけを話し合
うおしゃべり会の日もあります。

子育て応援隊が行く 出前親子館

活動の中心は交流会です。
内容は、介護者同士のおしゃべりや勉強会、リフレッシュ行事
等です。都合の良い時に参加して下さい。
見学も自由！お気軽にお越しください。
（要予約）

◀会員の皆さん。男性の方も
活発に参加されていますよ！
（会員数：32名）

※須磨区介護者の会「すまい
る」
に関するお問い合わせ
は須磨区社会福祉協議会
まで！

Sumaciaに
きてね！

平成19年度からスタートした出前親子館は、児童館
のない地域に児童館職員が出向き、その地域の子育て
支援者と共に、絵本の読み聞かせ・体操・手遊び・工作な
どの楽しいプログラムを提供しています。
最近は、初めましての赤ちゃんの参加も多くなり、地
域デビューのきっかけにもなっています。
今年度は、南落合地域福祉センター・清水台アルテピ
ア集会所・北須磨地域福祉センターで実施し、保護者の
皆さんには、家庭では
できない遊びが身近な場所で楽しめると喜
んでいただいています。
ここで出会った親子の皆さんと支援者の
方々とのお付き合いが長く続き、子育てに
優しい須磨のまちづくりの一助となればと
思います。ぜひ、出前親子館に足を運んで
みてください。

す ま し あ

Sumacia

手づくりひろば

区内の障がい 者事 業 所

「すまいんど商品カタログ」ができました

の皆さんが心をこめて作っ
た製品の販売会をします。
全てひとつひとつ手づく
りです。ぜ ひ、手に 取って
触れてご覧ください。
また、楽器演奏などの楽
しいステージイベントも開
催しますので、ぜひお越し
ください！！
日
場

時：11月14日（土）11：00〜15：00

所：須磨パティオ買い物広場（市営地下鉄「名谷」駅下車すぐ）

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

心配ごと相談所
※事前申込不要

FAX：795−1454

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

（須磨区自立支援協議会 合同バザー）

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）

須磨区自立支援協議会には障がい者事業所
で製作した自主製品の品質向上と販路拡大のた
めに活動する「すまいんど部会」があります。
この度、同部会では、区民の皆さんにもっと
広く区内事業所の自主製品を知っていただこう
と、
「すまいんど商品カタログ」を発行しまし
た。
カタログには区内事業所の様々な商品紹介
が掲載されており、ご自宅等から直接注文でき
るようにFA X 注 文 用紙もついていますので、
ぜひ、ご活用ください！
カタログの
設 置 先

須磨区役所、北須磨支所、すま・いたやど障害者地域生活支援センター、
神戸ふれあい工房、須磨区自立支援協議会が参加するバザー 等

善意銀行預託者 （平成27年2月1日〜8月31日まで）

使用済み切手預託者

（平成27年2月1日〜8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。

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。

【金銭預託者】福井 和子(東落合)、前田 邦博、㈱mi-kitty

【使用済み切手預託者名】 岡本 美治、伊藤 成子、岡本 武弘、山下 久恵、山

ミキティ介護事業所、須磨区民生委員児童委員協議会、

田 幸子、藤井 綾子、安原 勝子、仲東 真理子、好田 洋美、石川 理彩、竹本 フ

北須磨ボランティア、使用済み切手整理ボランティア、西

ジエ、内藤 利恵子、金本 栄美、大神 眞砂子、佐古 月枝、山本 洋子、毛利、

落合地区民生委員児童委員協議会、新日本婦人の会 須磨

常盤町３丁目自治会、北須磨婦人会、須磨の浦ふれあいのまちづくり協議

支部、北須磨婦人会、北須磨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、須磨区心身障害者(児)福祉団体

会、須磨区自治会連合会、西神戸モラロジー事務所 女性

協議会、須磨区保護司会、のばらグループ、JLC兵庫 須磨少年部、チーム

クラブ、須磨区連合婦人会、精霊送りの会 下中島公園内、

TEC安²、福祉ボランティアサークル わかば、リバティルーム カーナ、㈲介護

㈲ビューティーサロン キミロイヤル、匿名7件

サービス・ウェルビー、名谷あんしんすこやかセンター、東須磨あんしんすこ
やかセンター、北須磨児童館、㈱兵庫福祉保険サービス、㈲野間アルミ製作

【物品預託者】折居 鶴代、山下 陽子、前田 邦博、池本 き

所、金澤鉄工㈱、太陽生命保険㈱ 神戸西支社、宮村社会保険労務士事務

ぬ子、金沢 久美子、毛利

所、神戸市公園緑化協会、教育・地域連携センター、㈱重田工務店、神港園
※敬称略・順不同

サニーライフ白川、匿名40件

※ご預託時の名称のまま記載しています。
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平成26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！
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、皆さまに多大なるご協力をいただき、たくさんの善意が寄せられました。
皆さまの善意は、自分の町をよくするしくみとして、須磨区内の児童・青少年福祉活動、高齢者福祉活動、障がい者（児）
福祉活動、地域福祉・地域啓発活動のために役立てさせていただきます！本当にご協力ありがとうございました。
ひとりぐらし高齢者見守り推進事業

福祉施設地域交流事業助成

須磨区の
地域福祉・啓発のため
1,010千円

ひとりぐらし高齢者等へ定期的に、四季折々
のメッセージを添えて絵手紙を届けました。

歩行杖交付事業

須磨区の
高齢者福祉のため
2,663千円

46％

17％

平成26年度
須磨区配分総額

5,819千円
赤い羽根共同募金 3,811千円
歳末たすけあい募金2,008千円

須磨区の
児童・青少年福祉のため
1,295千円

障がい者や、地域で生活するさまざまな人
たちが交流する行事を支援しました。

子どもヘルパー事業

22％

15％

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。
＊詳細については須磨区社会福祉協議会
までお尋ねください。

須磨区の
障がい者
（児）
福祉のため
851千円
＊兵庫県下の社会福祉施設など1,925千円

子ども達が地域のお手伝いを通じて、思い
やりや奉仕の心を培うことを目的に活動しま
した。

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、フレール須磨たかとり県営住宅自治会、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、古川町1・3丁目自治会、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、松風住宅自治会、松風第2住宅1・2号棟自治会、
シルバーハイツ松風第二住宅自治会、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6・7・8団地自治会、上須磨自治会、奥妙法寺自治会、ルネ須磨自治会、緑ヶ丘自治会、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、県営白川台連合会、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、東白川台自治
会、若草住宅1号棟自治会、若草住宅2号棟自治会、車地区自治会、名谷14団地管理組合、名谷18団地管理組合、名谷20団地管理組合、名谷21団地管理組合、名谷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、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、北落合西住宅自治会、東落合3丁目自治会、東落合睦自治会、東落合住宅167号棟自治会、東落合住宅168
号棟自治会、西落合5丁目自治会、西落合住宅第一自治会、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、東須磨永寿会、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、東白川台ホワイトクラブ、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【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】高倉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、須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会、松尾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【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】須磨区子ども会連合会、明神、永楽、上宝養、前池西、飛平、板宿町、須磨東部、東須磨、西須磨東部自治会、月見山連合自治会、高倉台コスモス、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、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【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、きものリフォームの会、神戸市手をつなぐ育成会 須磨支部、白川台コープ委員会、須磨MiDoRiの会、須磨ネット連絡会、のばらグループ、ひろめる会高倉台北グループ、ふれ
あい教室・太極拳同好会、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、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（千鳥・梅・桜)、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、西須磨
西部給食グループ、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、だいちコーナー
【幼稚園・認定こども園】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、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、兵庫大学付属須磨ノ浦、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、須磨パティオ名店会、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、スタジオン神戸、須磨はなやぎ倶楽部、キツツキの森、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、㈱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、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須磨きらくえん、ライフスペース・プロペラ、㈲花鳳ヘ
ルパーステーションウィング、グループホーム ひまわり、ワークホーム須磨、萌友-for you、クローバーの会 友が丘作業所、café amico、すまいる・フレンズ、ヨハネ小規模作業所、Withくれよん、じゅ
うしん須磨寺、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【あんしんすこやかセンター】白川、名谷、妙法寺、名谷南、東須磨、
離宮、たかとり、西須磨【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、尾原病院、八十嶋病院、須磨浦病院、高橋病院、石
原医院、加地医院、羽渓医院、宮本医院、和高医院、大路外科医院、小泉内科循環器科、石川神経科診療所、林産婦人科、益子産婦人科医院、友岡泌尿器科医院、中野泌尿器科、梶川眼科医院、たおも
と眼科医院、安東歯科、井上歯科医院、きむら歯科、杉村歯科医院、杣整骨院【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、共進牛乳駒ヶ林販売所、豊の荘、DRAGON GATE、M's Salon、司法書士 吉田博事務所、YETI、メゾン・ド・デセール、YOURS、いただきます、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、みな鳥、福広商店、㈱長谷川鉄工所、㈱イナハラ、コベルコビジネスサポート㈱、水山産業㈱、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、㈱カンキ、㈱鳥光、㈱兵庫福祉保険サービス、㈲ボック
サン、㈲井筒屋モータース、ナポリの窯 名谷南センター店、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、ミクちゃんガイア 板宿店【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、須磨海浜水族園、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、高倉会館、
南須磨公民館、西落合地域福祉センター、白川台地域福祉センター、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【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、板宿児童館、落合児童館、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、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。

