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令和元年
10月1日
令和元年
10月1日

● 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4階
● ホームページ  https://hyogoku-shakyo.or.jp/　E-mail ： info@hyogoku-shakyo.or.jp

さんぽみち
第42号

兵庫区社協だより

じぶんの町を良くするしくみ。

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。

10月1日～3月31日（期間拡大1月1日～3月31日）実施！
赤い羽根共同募金

Facebookもよろしく♪

赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。
共同募金の使いみちは…

はねっと 検索

助け合い 広がる つながる 赤い羽根
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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。

毎年、みなさまからのご支援、本当にありがとうございます！

兵庫区内30年度募金総額  8,358,800円
＜主なつかいみち（予定）＞
・高齢者福祉のために…￥375,000－
・障がい児（者）福祉のために…￥1,827,000－
・児童・青少年福祉のために…￥1,340,916－
・住民福祉活動・福祉啓発活動のために…￥2,565,000－
・兵庫区内はじめ県内の福祉のために…￥2,250,884－

兵庫区社会福祉協議会　新理事長ごあいさつ
　これまで、平成22年から約９年間にわたり、ご尽力いただきました岸本理事長の後を受け、兵庫
区社会福祉協議会の理事長に就任いたしました。
　昨今、地域福祉に求められる課題も複雑化してきております。地域の誰もが安心・安全に暮らせる
まちづくりを目指し、地域の皆さまと一体となって事業に取り組んでいく必要があると考えており
ます。今後とも、ご支援ご協力たまわりますようお願いいたします。 理事長 永井駿一郎
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地域にはいろんな形の居場所があります。
今回はお寺での居場所を紹介！！
お近くの集いの場へぜひお立ち寄りください！
地域の居場所のことは、お気軽に区社会福祉協議会へお問い
合わせください。お待ちしています。

「今日行くところが見つけられない・・・」
「一人では行きづらい・・・」

「何かきっかけがあれば出かけられるけど、
一人では不安で・・・」

そんな思いをお持ちの高齢者の方に
ぜひご参加いただきたいツアーです。

勇気を出して「はじめの一歩」を！
スタッフがご一緒します。

【参加方法】
事前申し込みは不要です。
実施日に集合場所に
お越しください。
ツアーの旗を持ったスタッフが
お待ちして、会場までご案内します。
実施日等、詳しくは、区社協へお問い合わせ
ください。

まんぷく茶屋
偶数月に開催
次回は、10月21日（月）
14時～16時
場所：満福寺（東柳原町1-13） 
参加費：300円

中道寄席
奇数月第2火曜日

（次回11月12日）　
昼の部 3時開演  夜の部 7時開演
場所：西室院（中道通5-1-3）
入場料：５００円

～みなさん、地域の居場所に出かけていますか？～

おやこふらっとひろばは気軽に利用できる居場所です。
　おおむね0～2歳児と保護者がいつでもふらっと気軽に利
用できる居場所です。地域の子育て支援情報も提供します。
ほっとする時間・空間を提供します。
　毎日9時から17時まで（区役所開庁の日）は、いつでも利用
できます。
　ゆったりした時間や空間の中、お子さんや保護者の方の生
活のリズムに合わせてご利用ください。
「子育て」を楽しみ、「親育ち」を応援します。
　子育て中の保護者が、子育てを楽しむために月1回子育て
講座を実施します。
　また、子育て中の保護者が自己実現する場の提供にも努め
ます。

居場所探し
第６弾

おやこ
ふらっとひろば

施設名	 おやこふらっとひろば兵庫（兵庫区役所	6階）
利用時間	 月～金　9：00～17：00
休所日	 土日祝日・年末年始
利用料	 無料
※講座等で実費が必要な場合があります。

利用案内

居場所ウォッチング
地域の居場所に出かけよう！！

令和元年度
シニア向け
はじめの一歩ツアー

おやこふらっとひろば　子育て講座　第２弾

「０・１歳児の
　　おもちゃの選び方」
日　　時　１０月１０日（木）１３：３０～
場　　所　兵庫区役所６階　おやこふらっとひろば
参 加 費　無料
参加対象　０・１歳児と保護者の方　先着２０組
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ボランティアセンターニュース兵庫区

私たち 本業は建設職人です！
～技術を活かしたボランティア～

　兵庫県土建一般労働組合兵庫支部のみなさんは、年に一度、
兵庫区内の福祉施設で建設職人の技術と知識を活かした「施設
改修ボランティア活動」を実施されています。ボランティアセン
ターではその活動先のコーディネートをお手伝いしています。
　今年は区内4か所の福祉施設で、網戸の張替やコート掛けの
設置、門扉の塗装などの活動が行われました。
　施設からは「使い勝手をプロ目線で一緒に考えてくれ、より良
い施設になった。」と喜びの声が寄せられました。

　令和元年度兵庫区社協善意銀行公募助成審査会を令和元年６月
６日（木）、旧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４８万円もの申請があり、善意銀行運営委員による
審査の結果、助成が決定しました。（内容等右記参照）

令和元年度 兵庫区社協善意銀行事業
事業助成の助成団体が決定しました！ ●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」	 200,000円
●神戸市兵庫区母子福祉会
　「母と子の集い」	 30,000円
●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・表彰式」	 200,000円
●≪新≫特非）誕生日ありがとう運動本部
　「1人でも大丈夫クッキング~ヘルシーでかんたんおかず編~」
	 47,840円

応募事業助成団体・
内容・助成額

夏休みこども福祉体験
　区内の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、認知症講座＆高齢者
疑似体験、障がい者との交流プログラムを実施しました！

体を動かしながら、そしてゲーム
や劇の発表を通じて、手話や「聞こ
えないこと」についてみんなで楽し
く学びました。

＜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

手話劇の発表

１日目★こども手話教室
クイズやＤＶＤで認知症のことを学

びました。その後、おもりやゴーグル
をつけて階段を上るなどして、高齢
者の体を体験しました。

＜講師＞
＊ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄ　正壽 秀子氏
　　　　　　 林 弘子氏

認知症講座の一場面

２日目★認知症講座＆高齢者体験
障がい者サロン（ハートンサロン）

に参加し、グループ対抗でゲームを行
い、楽しく交流を図りました。

＜協力＞
＊兵庫区福祉団体連合会・ハートン

サロン

ゲームの一場面

３日目★障がい者サロン参加

日　時：令和元年11月24日（日）　午前10時～12時
場　所：神戸市立総合福祉センター
　　　（障害者福祉センター）４階　会議室A・B
対象者：高校生以上（定員30名）

参加費：300円（資料代）
お問合せ：手話通訳グループ葦の会
　　　　（担当　田中　FAX:078-521-6238）

～お知らせ～ 第１４回「楽しく手話で歌いませんか」

兵庫県土建一般労働組合兵庫支部のみなさん、
暑い中ありがとうございました！

愛の輪・「心かよわす市民運動」事業
★障がいのことや高齢者について学びました★
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フードドライブに
参加しよう！

心配ごと相談
　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。
【相談日】	毎月第１・３金曜日（祝休日除く）
	 午後１時３０分～午後３時３０分（受付は午後１時～３時まで）
	 ※先着４名まで
【受付場所】	兵庫区社会福祉協議会（兵庫区役所４階）
【お問い合せ】	兵庫区社会福祉協議会　
	 電話：５１１－２１１１（内線３１２）

区社協事務所移転のお知らせ
　このほど、兵庫区役所新庁舎建設に伴い、兵庫区社協事
務所も新庁舎４階に移転しました。
　なお、住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスにつき
ましては、変更はございません。

新庁舎４階エレベー
タを

降りて右手にお進み
くだ

さい。窓から見える
景色

も綺麗ですよ。
（新庁舎は旧庁舎の

目の

前に建ちました。）

「兵庫区在宅介護者のつどい」参加者募集（無料）
日　　時	 １０月２４日（木）	午後2：00～3：30
場　　所	 兵庫区役所２階　中会議室・大会議室
内　　容	 「笑いヨガ」と茶話会
対　　象	 現在、家庭において介護されている方　３０名
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２１日（月）必着
申　　込	 兵庫区社会福祉協議会　
	 電　話：５１１－２１１１（内３１２）
	 ＦＡＸ：５７４－５７７１

　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。
【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（当日受付・先着順）
【受付場所】	兵庫区社会福祉協議会（兵庫区役所４階）
【お問い合せ】	兵庫区社会福祉協議会
	 電話：５１１－２１１１（内線３１５）

成年後見制度利用手続相談室

もったいない！をありがとう♥にかえよう!

大募集！
お米、缶詰、調味料、
レトルト食品、

インスタント飲物等

　「賞味期限までに食べ
きれない・たくさんある」
など、ご家庭に余剰食品
がありましたらぜひお持
ちよりください。
　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
とされている方へ、私たちが無償でお届けします。

子ども食堂へ食材をお届けしている様子

≪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ヶ月以上ある食品
●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

〇金銭・物品預託
ビューティーサロンキミ・ロイヤル東山店	丸山喜美子、兵庫
区連合婦人会、兵庫区役所総務課窓口募金、兵庫区社協窓
口募金、湊川公園西ビル競輪場外車券売場設置反対協議
会、はっぴいひろば会場、浜山校区ふれあい夏まつり会場、
会下山waiwai夏まつり会場、平野盆おどり大会会場、和田
岬下町ふれあい夏祭り会場、匿名

〇フードドライブへのご協力（食品預託）
浜山校区ふれあい夏まつり会場、会下山waiwai夏まつり
会場、兵庫大開青少協夏祭り会場、平野盆おどり大会会場、
和田岬下町ふれあい夏祭り会場、清林寺、区社協窓口

善意銀行へのご寄付を
ありがとうございました

（平成31年3月1日～令和元年8月31日）
〔敬省略・順不同〕


