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Facebook 始めました。

● 発行/社会福祉法人 神戸市兵庫区社会福祉協議会 ☎078‑511‑2111（ 代）FAX078‑574‑5771
● 〒652‑8570 神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1 兵庫区役所本館3階
● ホームページ http://hyogoku-shakyo.or.jp/ E-mail ： info@hyogoku-shakyo.or.jp

10月1日～3月31日

神戸市立湊川児童館（東山商店街）

神戸市立吉田中学校（ノエビアスタジアム）

地域の方々にもご協力いただきました!!（湊川商店街）

兵庫区内 昨年度募金総額

8,053,268円
売上げの一部を寄付する新しい募金のカタチ ご来
たべてい
くださ店
さ
い
募金百貨店プロジェクト
くだ
食べてみよう、ゆめの愛情弁当
in 兵庫区

兵庫区のまちを良くするしくみ
１Beauty for 1Smile未来をつなぐプロジェクト！

子どもの居場所
応援団プロジェクト

多様化しているこどもの居場所で

笑顔を支えるさまざまな活動が行われ

ています。これらの活動へのみなさま
の応援をお願いします。

NPO法人ドリーム＆YUME作業所
（078-577-0281）

㈲ビューティサロン キミ・ロイヤル東山店
（078-521-0027）

共同募金の使いみちは…
赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。

はねっと

募金実施期間：平成３０年１月１日
～３月３１日

検索

この区社協だより「さんぽみち」は、赤い羽根共同募金配分金の一部を活かし、年2回発行しています。

「集う」
って楽しい！
！

地域の居場所に出かけていますか？

地域にはいろんな形の居場所があります。
自分にあった、
とっておきの居場所を探してみませんか？
小さな居場所でもたくさん見つけておくと毎月、毎週、毎日行くところができます。
「外に出るって、
こころもからだも元気になるんですよ」と参加者に教えていただきました。
さあ、みなさんも地域の居場所に出かけてみましょう。
「居場所」は支える人も大切です。一緒に活動してくださる方も大募集しています。

（

●唄処カナリア会（コーラス）●

毎月第4火曜日 10:30～
熊野地域福祉センターで開催
参加費：200円

）

（

●いきいきクラブ（喫茶）●

毎月第4水曜日 13:00～
県営明和高層住宅集会所で開催
参加費：50円

居場所探し
第2弾
！
みなさんのご参加待っています！
一緒に活動しませんか？

●荒田九十九会（公園清掃とグランドゴルフ）●

）

（

月～金曜日 11:30～
荒田八幡公園（荒田八幡神社下）
で開催

）

地域の居場所の情報はあんしんすこやかセンターでもお伝えしています。お気軽にお問い合わせください。

兵庫区子どもの居場所 NOW
厚生労働省が発表した２０１６年国民生活基礎調査によると、日本
の子どもの約７人に１人が貧困状態にあることが示されました。
親が働いていて遅くまで一人ぼっちで留守番する子どもや介護や
看病で親が疲れきって世話をしてもらえない子どもなど、子どもたちを
取り巻く環境は厳しい方向へと変化しています。
兵庫区には、どんな子どもたちも一人ぼっちにならない。「ここにい
ていいんだ！」と安心できる「居場所」がたくさんあります。この他に
も子どもたちの居場所づくりの取り組み情報がありましたら、兵庫区
社会福祉協議会（☎ 511-2111 内線 315）までお寄せください。
●みんなで作って食べると楽しいね！●

名

●涼しい部屋でお勉強…●

称（場

所）

活動日時

ひらのっ子食堂（ひらのっ子ファミリ－ステーション）

毎週月・水・金

17 時～ 21 時

こどもワクワク食堂（カトリック兵庫教会）

第４土曜日

12 時～ 15 時

浜山こどもクッキングクラブ（浜山地域福祉センター）

第３金曜日

17 時～ 19 時半

みんなの食堂

第１金曜日

17 時～ 19 時

学習教室（むつみ会館）

なかみちこみち（中道地域福祉センター）

毎週金曜日

17 時～ 20 時半

荒田ふれまち学習室（荒田地域福祉センター）

毎週土曜日

10 時～ 12 時

コンパス学習会（兵庫大開地域福祉センター）

毎週月・木曜日

18 時半～ 20 時半

キッズクッキング（サロン ド マルシェ マルシン市場内）

第２土曜日

キッズカフェ（ひらのっ子ファミリ－ステーション）

不定期（問い合わせ：平野児童館）

こどもおべんとうひろば（児童館：平野、雪御所、湊川、中道） 長期休業中・土曜日など
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兵庫区

ボランティアセンターニュース
兵庫区ボランティアセンター

☎ 078-579-3304（直通） FAX：078-574-5771

＜平成29年度 ボランティア入門カフェ 開催！＞

＜登録ボランティアさん紹介＞

ボランティアをしてみようかと思うけど、どうすれ

ばよいかわからないし、どんなことが出来るのかイ
メージができない…そんなあなたに！新しいことを
はじめてみるきっかけにも♪ ぜひご参加ください。

カフェスタイルで実施しますので気軽な気持ちで大
丈夫です。
【日
【場

時】毎月 第３火曜日 １４：００～１６：００
所】兵庫区役所 別館４階講堂

【申込方法】電話、FAXまたはE-mailで①氏名②住

所③連絡先④年齢⑤活動経験の有無を

【定
【締

E-mail：hyogovc@hyogoku-shakyo.or.jp

兵庫区で地域の居場所づくりをされているボランティアグ

ループのご紹介

☆ひらのサロン

平野地区で介護予防の喫茶を運営されて

います。定期的にイベントも開催しており、脳トレ麻雀やレー
ザーカラオケなどがとても大人気です。
☆なごみの会

地域住民を対象とした茶話会を実施されて

います。また、夏には夏祭り、クリスマス時期にはビンゴゲー

ムなど、メンバーが趣向を凝らしたイベントを毎月開催し、
地域の皆様に愛される憩いの場となっています。

お知らせください。

員】毎月5名

切】開催日の前日
メールアドレスは
電話番号、
こちらです

ひらのサロン
カラオケを楽しんでいます。声を
大きく出すことも介護予防！

なごみの会
夏 祭りを開催！スイカを食べて、輪
投げや釣りをして楽しみました。

赤い羽根共同募金が、
子どもの学びに役立っています！

小学生を対象とした「夏休み！こども福祉体験」。子ども達が、
地域の方々とともに、高齢者や障がいについて学びました。
（1日目）こども手話教室

ゲームあり、ロールプレイありの
参加型プログラムで、手話や聴覚
障がいについて楽しく学びました。
覚えたての手話を使う子ども達の
目がきらきら輝いていました。
＜講師＞

＊兵庫区聴力言語障害者福祉協会
＊手話通訳グループ 葦の会

手話を使って、買い物をするロールプレイ

（2日目）障がい者サロン参加

肢体・聴力・視力障がいのあ
る方々と一緒に、３種目の障が
い者スポーツで楽しく交流を図
りました。

（3日目）認知症サポーター養成講座

＊兵庫区福祉団体連合会・ハートンサロン
＊神戸市障害者スポーツ振興センター

クイズやDVDで認知症のこ
とを学び、オリジナルの寸劇を
鑑賞。子ども、若い世代、高齢
者が参加する賑やかな世代間交
流となりました。
＜講師＞キャラバンメイト 矢野健太郎様
＜協力＞藤坂美仁様、
黒瀬晴世様

音の出る球で卓球バレー

寸劇「おはるさん」

＜協力＞
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「 や さ し さ と 思 い や り の ま ち 兵 庫 」の 推 進

第２０回 ふれあい兵庫

福祉・健康フェア

〔と き〕平成29年11月12日（日）※少雨決行。荒天の場合は中止。
11：00～15：30 ※ステージは11：30～

会場内でこと
ばさがしポイ
ントラリー
「ハートン Ｇ
ｏ！」を実施し
ます。
ひろばのブー
スに隠された
文字を見つけ
て、
景品をもらっ
ちゃおう！
※先着100名
様

ステージには、迫力満点！
兵庫商業・神港橘高等学校

〔ところ〕湊川公園

りゅうしだん

湊川中学校吹奏楽部の演奏で幕を開けるステージは、三味線、
コーラス、
よさこい等々、地元のグループが大活躍です♪
また、ひろばでは、おいしい屋台や雑貨の販売、楽しくあそべる
体験コーナー、福祉や健康についての相談ブースも出店します。

「龍獅團」がやってきます!!
＜出演時間＞ 12:00～（予定）

フードドライブを実施します！
＜食品回収のルール＞
●賞味期限が明記されている食品
●賞味期限まで１ヵ月以上ある食品
●開封されていないもの
＊生鮮食料品、アルコール飲料は不可

「兵庫区在宅介護者のつどい」
参加者募集（参加費無料）
日
場
内
対

日
場

第12回
楽しく手話で歌いませんか

時 平成29年11月11日（土） 10時～12時
所 神戸市障害者福祉センター 4F
会議室A・B・C
対 象 者 高校生以上（定員30名）
参 加 費 300円（資料代）

時
所
容
象

10月26日（木）午後2：00～3：30
兵庫区役所公会堂 第2・3集会室
歯科健康教育と介護者の交流会
現在、家庭において高齢者を介護されている方
30名（応募多数の場合抽選）
申込方法 電話またはFAXで住所、氏名、年齢、電話番号
を下記まで
申込締切 10月16日（月）必着
申
込 兵庫区社会福祉協議会
電話：511－2111（内314）
FAX：574－5771

お問い合わせ
手話通訳グループ葦の会
（担当：元西）
FAX：576－6691

「フードドライブ」で、
もったいない！が
ありがとう♥になっています!!

善意銀行へのご寄付をありがとうございました
〇金銭・物品預託 −平成29年3月1日～8月31日−
駅南通１丁目地蔵尊、
兵庫区役所総務課窓口、
兵庫区社協窓口、
兵庫区連合婦人会、
ビューティサロン キミ・ロイヤル、はっ
ぴぃひろば会場、浜山夏まつり会場、会下山WaiWai夏まつり
会場、平野盆おどり大会会場、島米穀店、匿名

はっぴいひろばや地域の夏まつり等イベント
会場 5 か所で、合計 106kg の食品をお届け
いただきました。区社協の窓口までお届けくだ
さる方も増え、「フードドライブ」の取り組みが
広がっていることに感謝いたします。
皆さまからご寄付いただいた食品は、区内の
子どもが参加する学習教室やこども食堂、食糧
を必要とされている方々にお届けしています。

〇フードドライブへのご協力（食品預託）−平成29年3月1日～9月2日−
はっぴいひろば会場、浜山ふれあい夏まつり会場、会下山
WaiWai夏まつり会場、兵庫大開夏まつり会場、平野盆おどり大
会会場、笠松商店街下町ふれあい夏まつり会場、区社協窓口

心配ごと相談
心配ごと、悩みごと、困りご 【相談日】
と、そのほか生活上のいろい 毎月第１・３金曜日
（祝休日除く）
ろな相談に民生委員児童委員 午後１時３０分～３時３０分
と行政相談員が応じます。相談 （受付は午後１時～３時まで）※先着４名まで
は無料、
秘密は厳守されます。 【場 所】兵庫区役所本館1階
事前の予約は不要です。
お気 【お問い合わせ】兵庫区社会福祉協議会
☎078-511-2111（内線３１４）
軽にお越しください。
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成年後見制度

利用手続き相談室

⃝開設日 毎月第4金曜日（祝休日除く）
午後1時30分～3時30分（当日受付は先着順）
⃝場 所 兵庫区役所
⃝受付・お問合わせ 兵庫区役所本館3階
兵庫区社会福祉協議会
☎078-511-2111
（内線３１1）

