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Facebook もよろしく♪

じ ぶ ん の 町 を 良 く す る し く み 。

赤い羽根共同募金
毎年、みなさまからのあたたかいご支援をいただき、ありがとうございます。
今年も、共同募金にご協力をどうぞよろしくお願いいたします！

10月1日〜3月31日

（拡大期間1月1日〜3月31日）

兵庫区内29年度募金
総額

8,100,844円
募金の使いみち
高齢者福祉のために

兵庫区はじめ
県内の
福祉のために

699,000円

みなさまからお寄せいただいた募金
は、高齢者福祉・障がい者福祉・子育
て支援など、さまざまな区内の地域
福祉活動に役立てられます。
よりよいまちをつくるための
｢共同募金」に、
みなさまのご協力を
お願いします。

障がい児(者)
福祉のために

1,041,000円

2,178,587円

住民福祉活動・
福祉啓発活動のために

児童・青少年
福祉のために

1,215,257円

2,967,000円

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

平成30年7月豪雨災害被災地復興のために
平成30年７月５日から西日本を中心に集中豪雨が発生し、大きな被害をもたらしました。
救援募金の呼びかけは、引き続き行われています。詳細につきましては、お問い合わせください。

〜 募金のマメ知識 〜 「義援金」と「支援金」の違い、ご存じですか？
一般的に、被災者に直接届けられる寄付が「義援金」
被災地で活動を行う団体や機関に対しての寄付が「支援金」と呼ばれます。
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。
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検索

居場所

４弾

ウ オッチング

居場所探し 第

オレンジカフェに出かけよう！！ 〜みなさん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。
｢オレンジカフェ（認知症カフェ）」は、認知症のご本人やご家族、地域の方など、
どなたでも自由に参加できる集いの場です。兵庫区でもオレンジカフェが開催されています。
お近くのオレンジカフェへぜひお気軽にお立ち寄りください！
びゃくだん

オレンジカフェ白檀

オレンジカフェ

偶数月第3木曜日
15時から16時

毎月第3金曜日
14時から

場

所

場

所

介護老人保健施設兵庫みどり苑
(兵庫区大開通)

憩いの家オレンジ
(兵庫区湊山町)

150円〜200円

500円

参加費

将棋サークルメンバー募集中!!

ほっこりカフェ
奇数月・日付は不定
(主に月曜日開催）

場

参加費

将棋が好きな人も
初めての人もぜひ一度
見学に来てください！

所

神戸昇天教会
(兵庫区下祇園町)

参加費

200円

日

時 第2・4金曜日

場

所 湊町・南新開地

14時〜17時
自治会館

参 加 費 200円

学習支援ボランティア養成講座
開催しました！

子どもの居場所の情報紙を
小学校全児童に配布しました

全国的に学習支援の場が増え、兵庫区にも数々の学習
支援の場が生まれています。
しかし、様々な事情を抱えた子どもたちには、学習支
援の場がまだまだ必要で、その場には子どもに寄り添う
人材も必要です。
去る8月20日に日本福祉大学准教授 野尻紀恵先生
や神戸市教育委員会の方を講師としてお招きし、子ども
の貧困の状況、神戸の児童の学力・進学等や、子どもたち
とどのように接していくことが望ましいか、について、演
習も交えながら学びました。
参加者からは
「今できることを
ささやかでもトラ
イしてみたいと思
った 」という声を
頂戴しました。

夏休み前に子どもの居場所17箇所の情報を、区内４地
区に分けて子どもたちに届けました。
子どもたちの長い夏休みや冬休みの安心できる居場所
として定着することを祈っています。
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夏休み こども福祉体験

★障がいのことや認知症について学びました★

小学生を対象とした「夏休みこども福祉体験」。3日間のプログラムで、
こども手話教室、ジュニア認知症サポーター養成講座、障がい者との交流プログラムを実施しました。

1日目 こども手話教室
18名の子どもが参加し、ゲームや手話歌、
ロールプレイを通じて、手話や聴覚障がい
について学びました。

＜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

2日目 認知症サポーター養成講座

3日目 障がい者サロン参加

10名の子どもと保護者の方が参加しまし
た。クイズやDVDで認知症のことを学び、
認知症を題材にした寸劇も鑑賞しました。

障がい者サロン（ハートンサロン）に参加し、
障がい者スポーツを体験しました。肢体・聴
覚・視覚障がいのある方と一緒に、2種目のス
ポーツやゲームで楽しく交流を図りました。

＜講師＞ キャラバンメイト 矢野健太郎 氏
＜出演ボランティア＞ 劇団げんき

＜協力＞
＊兵庫区福祉団体連合会・ハートンサロン

平成30年度 兵庫区社協善意銀行事業助成の助成団体が決定しました！
平成30年度兵庫区社協善意銀行公募助成審査会を平成30年6月7日（木）兵庫区役所地階公会堂第1・第2会議室にて行いました。この
助成金は、兵庫区内の地域福祉の推進を図ることを目的とした事業に助成しています。
4団体・総額63万円の申請があり、善意銀行運営委員による審査の結果、総額58万円の助成が決定しました。
（内容等下記参照）
今回の特色として、対象に「こども」を含んだ活動が多く見受けられ、健やかなこどもの育成に
関心を持たれている方が増えていると感じました。
＜応募事業助成団体・内容・助成額＞

●ガールスカウト兵庫県第11団 「中高生インタレストプロジェクト」
●NPO法人JLC兵庫 兵庫支部 「中道通の青空子ども食堂」
●神戸市兵庫区母子福祉会
「母と子の集い」
●兵庫地区青少年育成協議会
「兵庫区青少年を地域で讃える賞」

200,000円
150,000円
30,000円
200,000円

ボランティアセンターニュース

助成が決定した団体には
助成金をもとに活動して
いただきます。
平成31年３月にいただけ
る報告が楽しみです。

兵庫区ボランティアセンター

TEL：078-579-3304（直通） FAX：078-574-5771
E-mail：hyogovc@hyogoku-shakyo.or.jp

＜登録ボランティア紹介＞ 兵庫区で登録されているボランティアグループをご紹介させていただきます♪
しょう

かい

笙の会

ぐみ

は組 「懐かしい昔話やオリジナルのお話を、

大型の絵本や紙芝居で読み聞かせをしています！」

月２回、先生の指導を受けながら朗読の技を磨き、練習中も本番さながらです。
効果音もメンバーそれぞれが楽器を持ち寄り、ドキドキするシーンや、わっ！と驚く
シーンなど、演者の迫力を更に盛り上げて、紙芝居の世界へ誘ってくれます。
活動先は児童、障がい者、高齢者を対象とした施設などです。出演依頼は当セン
ターまでご連絡ください。

テレホンサポート事業「ふれあいほっとらいん」活動紹介

練習風景

平成10年4月に立ち上げた活動も今年で20年を迎えました！

ふれあいほっとらいんは、電話による「友愛訪問」を希望される高齢者に対して、現在6名のボラ
ンティアの方が週一回お電話を掛ける活動をしています。お電話をした内容などを記録に取り、ボ
ランティア全員が対象者の様子が分かるように、また、次の週にお電話した時のお話がつながるよ
うに工夫をしています。さらに、2年に1回程度、直接訪問し、お顔を見ながらお元気な様子をうか
がっています。
今後も地域に必要とされる活動を永く続けていただきたいです。
＊お電話でのお元気確認を希望される方は、兵庫区社会福祉協議会までお問い合わせください。
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持ち寄りの楽器たち

ボランティア入門カフェ 開催！
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
時 毎月 第3水曜日（祝・休日除く） 11：00〜12：00
場
所 荒田公園内ボランティアルーム（原則）
申込方法 電話、FAXまたはE-mailで
定
締

①氏名②住所③連絡先④年齢⑤活動経験の有無をお知らせください。

員 毎月先着5名
切 開催日の前日

電話番号・メールアドレスはこちらです

｢兵庫区在宅介護者のつどい」参加者募集（無料）
日
場
内
対

時
所
容
象

10月25日（木） 午後2：00〜3：30
兵庫区役所公会堂 第２・３集会室
｢認知症予防講座＆体操」と茶話会
現在、家庭において介護されている方 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22日（月）必着
申 込 先 兵庫区社会福祉協議会
TEL：511-2111（内314）
FAX：574-5771

｢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

（平成30年3月1日〜8月31日）〔敬省略〕

地域の夏まつりイベント等会場3か所で、合計20.6kg
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。

〇金銭・物品預託

心配ごと相談

成年後見制度

心配ごと、悩みごと、困りごと、そのほか生活上のいろいろな相談に
民生委員児童委員と行政相談員が応じます。
相談は無料、秘密は厳守されます。事前の予約は不要です。
お気軽にお越しください。

成年後見制度のしくみや利用手続の流れについての
相談室です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。
お気軽にご相談ください。

兵庫区役所総務課窓口募金、兵庫区社協窓口募
金、兵庫区連合婦人会、川池自治会、清盛900歳
を祝う会一同、ビューティサロン キミ・ロイヤル、
灰谷千歳、夢楽染、はっぴぃひろば会場、浜山ふ
れあい夏まつり会場、平野盆おどり大会会場、匿
名

〇フードドライブへのご協力（食品預託）

はっぴいひろば会場、浜山ふれあい夏まつり会
場、平野盆おどり大会会場、区社協窓口

相談日 毎月第１・３金曜日（祝休日除く）

利用手続相談室

開設日 毎月第4金曜日（祝休日除く）
午後1時30分〜午後3時30分

午後1時30分〜午後3時30分

（当日受付。先着順）

場 所 兵庫区役所内
受付・お問い合せ

(受付は午後1時〜3時まで）※先着4名まで

場 所 兵庫区役所内
受付・お問い合せ

兵庫区役所本館３階 兵庫区社会福祉協議会 TEL：511-2111（内線314）
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兵庫区役所本館３階 兵庫区社会福祉協議会
TEL：511-2111（内線311）

