
URLは
https://hanett .akaihane.or. jp/
donate/entry/100/28/28105/	だよ

下のQRコードをスマホで読み込んでみてね
募金の入力画面に進むよ！
(注意)１回限りのご寄付の方は(注意)１回限りのご寄付の方は
ご寄付金額入力後
必ず『今回のみ』にチェック必ず『今回のみ』にチェックしてね！
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● 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44号

兵庫区社協だより

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

Facebookもよろしく♪

赤 い 羽根共同募金
「withコロナ」に対応した新しいカタチの地域福祉活動づくり

10月1日～3月31日実施！（期間拡大1月1日～3月31日）

　新型コロナウイルスの拡大により、地域福祉活動にも影響が出ています。感染症対策グッズの購入など、これまでの活動経費に上
乗せの支出を要する一方で、昨年までの事業収入が見込めない状況です。次年度以降、継続した福祉活動への取り組みができます
よう、みなさまのご協力をお願いいたします。

飲み物を買うと募金ができる
自動販売機があります

兵庫区役所6階
おやこふらっとひろば
横にある
自動販売機では
通常とおり飲み物を
買うと、一部が募金に
繋がる仕組みです

～	子どもの居場所応援団プロジェクト参加団体より皆さまからの募金へのありがとうメッセージ	～

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 検索

～じぶんの町をよくするしくみ～
赤い羽根共同募金とは…

兵庫区内	令和元年度	募金総額

８，５９６，７３５円
赤い羽根共同募金は、社会福祉法第112条に基づいて実施されています。
・	高齢者福祉・障がい（児）者福祉・子育て支援など地域福祉活動の推進
・	兵庫区内はじめ県内における社会福祉施設の整備や福祉団体等の活動支援
・	自然災害に備えるため準備金　・・・等に役立てられています。
昭和22年に「国民たすけあい運動」として始まり、毎年1回、厚生労働大臣が定める期
間内（10月1日から開始）で全国一斉に行われます。12月頃には「歳末たすけあい募
金」も合わせて行われています。

みなさまからのご支援
本当にありがとうございます
■	高齢者福祉
■	障がい（児）者福祉
■	児童・青少年福祉
■	住民福祉活動・福祉啓発等
■	県内の福祉等（災害準備金積立含む）

5%
19%

16%
29%

31%

主な使いみち割合（予定）

より身体に良い食材を使って
調理することができ、
子ども達の笑顔が
はじけています。
（Hクッキングクラブより）

長期休暇中の子どもの居場所づくりや食育
活動を通常の活動以外の場所で行うことが
できました。（T学習支援教室より）

普段あまり外に出ない子どもたちがおもい
きり身体を動かせるイベントができました。
（M学習支援教室より）

学校で学ぶ学習内容が学校で学ぶ学習内容が
毎年少しずつ変わるので、毎年少しずつ変わるので、
それに対応した教材やそれに対応した教材や
ドリルを購入させてドリルを購入させて
いただいております。いただいております。
（K学習支援教室より）（K学習支援教室より）

継続開催できることで、継続開催できることで、
子どもたちの変化に子どもたちの変化に
気づけるような気づけるような
中学生以上の参加も中学生以上の参加も
増えました。増えました。
（Kフェスタ食堂より）（Kフェスタ食堂より）

金融機関等での
お振込みご希望の場合

ゆうちょ銀行の振込用紙を送付さ
せていただくことができます
（手数料不要）

「募金百貨店」プロジェクト
～商品売上の一部が募金に～

NPO法人ドリーム＆YUME
作業所様の愛情弁当を
ご購入いただくと、
売上の一部が募金に
繋がる仕組みです

NPO法人ドリーム＆YUME作業所 検索
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十分に間隔を取りながら健康づくり・体操クラブ活動をされている様子

給食グループが会食をやめて、 
配食活動される様子

手指消毒、換気に気を付けてコミュ
ニケーション麻雀をされる様子

ビニールカーテン越しにカラオケ
をされる様子

参加の前に手指消毒と体温チェッ
クをされる様子

　Ｒ³（れれれ）大作戦とは…新型コロナウイルス感染症により縮小や中止を余儀なくされた地域福祉活動を、
「withコロナ」に対応した“新しいカタチ“で再開（Restart）することで、途切れかけた地域住民のつながり
（Relationships）を紡ぎなおす（Rebuilding）ための取組みです。

消毒ボランティア養成講座を
開催しました

受講120団体！
グループ向けオンライン講座

with コロナボランティア開催！

利用者の安心・安全を守ろう！
地域福祉活動では

「消毒」の活動が重要
となっています。参加
者は実際に活動の場で
消毒ボランティアとして
の心得を学びました。

6月から全４回でボランティア活動を安心・安全に
再開ができるように「手洗い・消毒・換気のコツ秘訣！」
光安早織氏（神戸常盤大学　助教）、「大消毒時代の
ハンドケア☆」（協力：花王グループカスタマーマー
ケティング株式会社）尾崎絵美氏（花王グループカス
タマーマーケティング株式会社）を講師に招き講座を
開催しました。

コロナに負けるな！コロナに負けるな！
「withコロナ」に対応するための「withコロナ」に対応するための
“新しい地域福祉活動のカタチ”“新しい地域福祉活動のカタチ”

兵庫区社協発！！

新型コロナウイルス感染拡大防止から今まで出かけて
いた居場所も、自粛でお休みされているところも多いで
すね。そんな中でも、７月から少しずつ「新しい生活様式」
を取り入れながら参加者のみなさんが安心して集まる場
を再開してくださっています。
そんなグループの活動を紹介します。
地域の居場所活動をされているみなさん、「再開した

よ！」の声の便りをお待ちしています。ぜひご連絡くださ
い。みなさんの活動を応援します。

アマビエさん
マスクポスト登場！

兵庫区社会福祉協議会窓口に大きなマスクポスト
を設置しました。募集するマスクは新品・個包装（手
作り品可）です。ポストに入ったマスクは「善意の寄
付」として、地域施設での消毒ボランティアへ届けら
れます。

居場所ウォッチング！！
withコロナ

居場所探し
第８弾

～みなさん、いかが～みなさん、いかが
　　　お過ごしですか

？～
　　　お過ごしですか

？～
募集

講座動画は
ホームページにて
好評公開中!

活動再開にぜひご活用ください！

▲寄付者へは悪疫退散で人気の妖怪
　アマビエさんのぬりえをプレゼント！

▲マスクポストは顔出し
　スポットにもなっていますよ♪

サイズ違いや肌に合わない等で
新品個包装ならマスクポストへ!!

▶︎
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こどもボランティア大募集！！
兵庫区役所６階にある赤ちゃんが遊びに来る施設

「おやこふらっとひろば」に飾りをつくるお手伝いを
しませんか？
トランスパレントペーパーを使った、お家でできるボ
ランティア活動です。家での生活が増えたこの機会に
チャレンジしてみよう！
詳細・応募は申込専用フォームからどうぞ。

春はお花畑の花飾りを作っていただきました！ 
たくさんのご参加、ありがとうございました！

おしゃべりほっとタイム
区内８児童館で毎月実施！ 助産師や保健師とのおしゃべりタイム♪

子育ての小さな悩みや不安にもお答えします。
ママが笑顔だったら、きっと子どもたちは幸せです。
児童館でそのお手伝いが出来れば嬉しいです。

１０：００～１１：３０申し込み不要（個別相談もできます）
各児童館の日程は、じどうかんだよりやおしゃべりほっとタイ
ムチラシをご覧ください。
区社協ホームページでもご確認いただけます。

＊午前9時に神戸市に気象警報が発令されていたら中止です。
＊お問い合わせは兵庫区社会福祉協議会
  078-511-2111（内線315）まで。

プレママも
どうぞ♪♪

自宅でできる
ボランティアプロジェクト

夏休み！ こども福祉体験シニア向け パンジー
漫歩ウォーキング
高齢者の方々の「運動不足解消」を応援します。
コロナ禍で自宅にいることが多くなっていま
せんか？好きな時間に万歩計を付けて自分の
体力にあった距離を歩きに来ませんか？貸出
用の万歩計も準備しています。下記の日時に
第1回目を開催します。手ぶらでご参加OK
です。みなさんのご参加お待ちしております。

【日　　時】 11月10日(火)午後２時～午後4時
 (受付締め切り 午後3時30分)

【受付場所】 湊川公園ふわふわドーム前
【お問い合せ】 兵庫区社会福祉協議会
 電話：511-2111(内線314)
(毎月10日、20日、30日に定期的に開催します。
土日祝日の場合は、その後最初の平日に開催します。
12月30日はお休みです。)

★点字について学びました★
区内の小学生を対象とした「夏休み！こども福祉体験」を開
催しました。
点字の本に触れてみたり、点字器を使って実際に点字を打っ
たりと貴重な経験をしていただきました。
多くの保護者にもご参加いただき、館内見学で点字に触れ

るなど、お子様と一緒に楽しい時間を過ごしていただきました。
点字図書館の職員さんがソーシャルディスタンスを保ちなが

らでも楽しめるゲームを提案してくださり、みんなで楽しく
遊びました。

〈協力〉
神戸市立点字図書館

▲︎申込専用
　フォーム

◀︎申込すると
　作成キットが
　届くよ !

お申込み
不要！無料！
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　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。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）
※	コロナウィルス感染症対策のため、電話相談等に変更	
する場合があります。

【お問い合せ】	兵庫区社会福祉協議会
	 電話：５１１－２１１１（内線３１５）

〇金銭・物品預託
兵庫区連合婦人会、兵庫区民生委員児童委員協議会、
生活協同組合コープこうべ、兵庫区佛教会、
ボートピア神戸新開地、島米穀店、匿名

〇フードドライブへのご協力（食品預託）
生活協同組合コープこうべ、匿名

善意銀行へのご寄付を
ありがとうございました
（令和2年3月1日～令和2年8月31日）〔敬称略〕

フードドライブ
に参加しよう！

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、

インスタント飲料等

「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。
≪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

心配ごと相談
成年後見制度の利用手続相談室

　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）

令和２年度	兵庫区社協善意銀行事業
の助成団体が決定しました！
　令和２年度兵庫区社協善意銀行公募助成審査会を令和２年
７月６日（月）兵庫区役所大・中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。
　５団体・総額７１万円の申請があり、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）

＜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」	……………… 200,000円
●神戸市兵庫区母子福祉会
「母と子の集い」	 …………………………………… 30,000円
●≪新≫	ほっこりサロンささやん家（ち）
「地域の方々の居場所づくり活動」	……………… 200,000円
●≪新≫	石井東給食サービスグループ
「給食サービス備品整備」	…………………………… 80,000円
●≪新≫	こうべ邦楽ワークショップ
「～SAKURAプロジェクト～邦楽（箏の音色）による三世代交流活動」
　　　……………………………………………… 200,000円

食品や手作りマスクのご寄付をいただきました。
生活協同組合コープこうべ「コープこうべ災害緊急支援基
金（ハート基金）」より、新型コロナウイルスの影響で生活困窮
になった方への支援として、無洗米、カップ麺、切餅などの食
品と手作りマスクを兵庫区社会福祉協議会善意銀行へご寄
付いただきました。
いただいたご寄
付は、区内にお住
まいで対象となる
方や、こども食堂等
へお渡ししていま
す。あたたかいご寄
付をありがとうご
ざいました。

兵庫区連合婦人会より手作りマスク
をご寄付いただきました。婦人会の皆様
が、子どもたちのためにとマスクを合計
５６６枚も手作りしてくださいました。
婦人会長さん

と一緒に区内の
児童館等へお届
けしました。花
柄、水玉、チェッ
ク柄とカラフル
で素敵な手作り
マスクに、子ど
もたちもうれし
そうでした。

withコロナを
応援する


