さん ぽ みち
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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

「やさしさと思いやりのまち 兵庫」に向けて新たなスタート
支えあう仕組み（社会保障）

兵庫区社会福祉協議会が区内の各小中学校で進める「やさしさ
と思いやり教育」に新しいプログラムが始まりました。
この『支えあう仕組み＝社会保障』は中学生を対象としており、平成 29 年度は、
4 校約 400 人が “ 健康保険 ”“ 年金 ”“ 雇用保険 ” といった身近な社会保障制度の
概要を知る事を通じて、近い将来に自分が参加していく「支えあいの仕組み」を
学びました。
社会福祉協議会の窓口には生活に窮された方が相談にこられますが、その中には様々な事情でこれら社会保
障制度に参加できていない事が原因の方がおられます。
「よく知らなかったから」
「だれも教えてくれなかったから」
といった理由がほとんどです。この状況を予防するためには、高校進学前の段階で理解が必要と考え、各専門
機関の協力を得て学習プログラムを作成しました。
プログラムに参加した生徒からは「知らないことが多かった」
「わからない時は相談していいんだとわかった」
「求人票をちゃんと読まないと」といった声があがっています。
『支えあう仕組み＝社会保障』を通じ制度の概要を知ること
で、将来「誰かを支える自分」になるのでも「誰かに支えられ
る自分」になるのでもない「支えあいの仕組みの中にいる自分」
になることを意識してくれたらと思っています。
※『支えあう仕組み＝社会保障』の中で使用されている再現VTR
（KOBerrieS♪の岡野春香さんと大出姫花さん出演）と
YouTubeに公開しています。
（不動産屋にて https://youtu.be/ao9_0tZlzEM
病院にて https://youtu.be/phSeyTkT8lw）
兵庫区内中学校授業でのプログラム実施風景

新しい地域公益活動のはじまり

「生活環境の改善活動」の様子

兵庫区内で福祉施設を運営する社会福祉法人や宗教法人が兵庫区社会
福祉法人等連絡協議会（ほっとかへんネット兵庫）を結成し、地域公益
活動を始め 2 年が経ちました。
この連絡協議会には兵庫区内すべての社会福祉法人が参加しており、
現在のところ「災害時の施設間連携」や「身近な相談窓口」への学びを
一体となって始めています。また、障がいがあったりやむを得ない事情が
あったりする場合の緊急的な「生活環境の改善活動」に取り組んでいます。
これらの地域の困りごとでありながらも福祉制度の外側にはこれまで
は解決することが難しいものでしたが、協力して地域公益活動を立ち上
げることで具体的な解決を進めています。

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。

男だって…
ホントは結構しゃべるんです!!

「集う」
って楽しい！
！
～男性の居場所特集～

皆さん、地域の居場所に出かけていますか？
●おっちゃん倶楽部（第1水曜日 13時30分〜15時）●

（

）

場所：菊水地域福祉センター
参加費：100円

気楽に集まり、喜楽に話しましょう！！

●囲碁・将棋サークル（第2・４水曜日 13時〜17時）●

●東出町・男だけじゃ会（第1、土or日曜日10時～12時）●

女性の方も大歓迎！

男性が気軽に集える「男だけの居場所」です。

（

場所：市営水木住宅集会所
参加費：無料

）

（

）

場所：東出町自治会館
参加費：100円

兵庫区子どもの居場所NOW

居場所探し
第3弾

地域にはいろんな形の居場所があ
ります。集いの場には女性ばかり…と
思っていませんか。男性は男性ばかり
で集いたい！？
そんなとっておきの居場所を今回は
紹介します。
「 集い場」は苦手だなとい
う方も、ご近所の男性仲間と一度足を
運んでみませんか。
そこは、あなたにとってここちのよい
「居場所」かもしれません。
◆区社協は居場所を応援しています◆

第２弾

ひとりぼっちで食事をしたり、家で長い間留守番をしたりする子どもたちが増えています。「こどもをひとりぼっちにし
ない！」そういう思いで、兵庫区にはたくさん居場所が立ち上がっています。
その中でも、地域の方も子どもたちも自由に集える居場所をご紹介します。
家庭的な雰囲気で
みんなでごはん！

子どもたちがボラン
ティアで接待します。

（

●和田岬キッズカフェ（不定期 年3回）●

場所：和田岬地域福祉センター
参加費：こども100円 大人250円

）

（

●ひらのっ子食堂（毎週月・水・金 17～21時）●

場所：ひらのっ子ファミリ－ステーション
参加費：こども100円 大人300円

）

神戸市立楠高等学校の楠ファームで生徒さんたちが丹精込めて作った大根を収穫して、
「みんなの食堂なかみちこみち」
「川池デイサービス」に届けられました。

（

みんなの食堂 なかみちこみちで
おでんの材料になりました

）

（

川池デイサービスの皆さんも
大根といっしょににっこり！
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）

（

神戸市立楠高等学校の皆さんが
収穫したダンボールいっぱいの大根

）

兵庫区

ボランティアセンターニュース

ボランティアセンターってなぁに？
ボランティアをしたい方とボランティアの助けを借りたい人をつなげたり、
活動に関する情報の提供や相談をお受けしたりしています。
何かボランティアをやってみようかな…と思う方や、
困っているけどボランティアさんにお願いできるのかな…とお悩みの方、
なんでも結構です！お気軽にボランティアセンターにご相談ください。

＜兵庫県ボランティア・市民活動災害共済のご案内＞

ボランティアの皆さん、手続きはお済みでしょうか？
ボランティア活動中の万が一の事故に備えた「兵庫県ボランティア・市
民活動災害共済」の更新時期になりました。ボランティア活動中のケガ
や、第三者に与えた損害にも対応していますので、３０年度からの活動
が安心してできるよう、ぜひご加入ください。
【掛
金】 500円
【保証期間】 平成30年4月1日～平成31年3月31日
（加入の翌日から年度末までの補償となります）
【受
付】 兵庫区ボランティアセンター

＜ボランティア登録更新＞

登録更新は毎年お願いいたしま
す。活動継続の意思をお知らせく
ださい。
団体はメンバーの名簿をお付けく
ださい。
※左記の共済に加入するにはボラン
ティア登録が必要です。

登録は
ボランティアセンターまで。

ボランティアコーディネーターより

暖かな春の陽気となりました。何かを始めてみるには良い季節です。いくつになっても新しいことにチャレンジするのは
良いことですね。ボランティアをすることで様々な経験ができ、日々の生活のスパイスにもなりますよ。経験がない方も、
ぜひボランティアを始めてみては？

兵庫区ボランティアセンター

☎ 078-579-3304（直通） FAX：078-574-5771

体験型！障がい理解のススメ!!

E-mail：hyogovc@hyogoku-shakyo.or.jp

〜あなたもチャレンジしてみませんか〜

＜ハートンサロン・障がい者スポーツ交流会＞

＜手話体験出前講座＞

皆さんは、障がい者スポーツを知っていますか？
今年度新しくスタートした手話の体験講座。
兵庫区福祉団体連合会では、2 ヶ月に 1 回、障がい者サロン「ハー トップバッターとして、和田岬婦人会消費者学級・
トンサロン」を開催しています。
17 名の方が受講されました。聞こえない人の日
28 年度からは、会員と地域の方々が交流できるプログラムとして、 常生活について知り、簡単なあいさつなどの手
障がい者スポーツを取
話の実技にチャレンジする 60 分間、皆さん熱
り入れています。今回
心に学んでおられました。
は、 吹 き 矢、 卓 球 バ
※お申込みは、裏面をご覧ください。
レー、フライングディ
スクの 3 種目にチャレ
ンジしました。
障がいがあってもな
くても、子どもも大人
もみんな一緒にスポー
ツを楽しむことで、自
然と障 が い の 理 解 に
肢体・聴力・視力に障がいのある方が集う
つながります。
「ハートンサロン」年6回開催
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金に
ご協力ありがとうございました。
皆様のご協力により、下記のとおり多くの募金が寄せられました。

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金
子どもの居場所応援団プロジェクト

７,６１０,５８７円
２,９２７,０３３円
365,347円

（実施中

平成30年３月5日現在）

赤い羽根共同募金は、区内の高齢者や障がい者福祉・子育て支援など地域の福祉活動の充実に、子どもの居場所応援団プロジェクトは、こど
も食堂や学習支援室を運営する団体などの支援に役立てられます。また、歳末たすけあい募金は、社会福祉施設などの年末年始の福祉活動、ひ
とりぐらし高齢者への見守り活動などに活用させていただきました。

手話体験出前講座案内

費用無料

ご希望の兵庫区内の会場に講師が出向いて実施する手話の初心者向け体験講座です。
ご近所さん同士や職場の仲間と一緒に、手話の体験講座を受けてみませんか ?!
〇日時 ご希望の日時をお申込みください（講師との日程調整を行います）
〇対象 主に兵庫区在住・在学・在勤の方で構成する10名程度のグループ
〇内容 Aコース
（60分）: 聴覚障がいと手話（講義）、手話であいさつしよう！
（実技）
Bコース
（60分）: 自己紹介や簡単な会話等（実技）
〇申込 兵庫区社会福祉協議会（HP にも掲載しています）TEL：078-511-2111（内線314）
5月からはじめます

おしゃべりほっとタイム

実施日

〜児童館における子育て専門相談〜

妊娠から乳幼児の子育てにかかわっている助産師か保健
師とおしゃべりする中で、日頃不安に思っていることを解決
しましょう！
子育ての小さな心配事を気楽に話せます。
（区内8児童館で実施します）

連絡先

御崎町1-3-2

651-5903

第２月曜日

松原児童館

松原通4-2-27

651-5522

東山町4-20-1

521-9115

第２火曜日
第２水曜日
第３月曜日
第３水曜日

お問い合わせ：兵庫区社会福祉協議会
  ☎０７８-５１１-２１１１( 内線３１５)

住所

御崎児童館

第１金曜日

時間：10：00～11：30（申し込み不要）

場所

第１火曜日

第４水曜日

「フードドライブ」でもったいない！を
ありがとう♥にかえよう

雪御所児童館
中道児童館
湊川児童館
平野児童館
兵庫児童館
夢野児童館

雪御所町1-8

中道通4-2-9

下祇園町6-22
駅前通4-3-6
湊川町7-6-5

521-7602

577-4599
371-6167

576-4072
531-2198

※祝日等都合により変更することもあります。

善意銀行へのご寄付をありがとうございました
（平成29年9月1日～2月28日）
〇金銭・物品預託
兵庫区連合婦人会、浄土真宗本願寺派教覚寺、金光教奥平野教会、
釣井房子、兵庫区民生委員児童委員協議会、東山商店街振興組合、
笠松商店街夏まつり会場、兵庫運河祭会場、島米穀店、清盛応援隊
一同、区社協善銀BOX、区役所総務課善銀BOX、匿名

ねむっている
食品をお届け
ください♪

＜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

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～午後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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〇フードドライブ（平成29年9月3日～2月28日）
ふれあい兵庫 福祉・健康フェア会場、区社協窓口

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）

