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今年も募金配分された方々から
たくさんのありがとうメッセージ♪
ごしきまろ

）
井口赤ちゃんホーム（０歳児の保育を行う施設

舞子地区民生委員児童委員協議会

明舞地区民生委員児童委員協議会
クリスマス会を開催し
地域の高齢者へ
ゴミ袋を配りました。

立体遊具や
知育遊具などが
買えたよ！
つかまり立ちをして遊びだした子どもたちにちょうど
良いと思い、立体遊具などの購入に配分金を活用させて
いただきました。
毎日登所と同時に生き生きと遊んでいる様子を見て、
保護者も喜ばれています。
ありがとうございました。

クリスマス会を開催し、
地域の高齢者へは
年賀状を届けることが
できました。

赤い羽根共同募金

たるみ観光大使

助成を受けて、
歳末たすけあいクリスマス会を開催しました。
参加者から「こんなにして頂いたので、来年はもっと募
金をします。」というお言葉をいただきました。
欠席者へはプラスチック用ゴミ袋を配布し、
実用的なも
のなので嬉しいと喜ばれました。
ありがとうございました。

垂水区遺族会

共同募金の配分金をいただき、クリスマス会を開催しま
した。当日はウキウキした楽しい気分の中で開かれ、笑顔
があふれました。
また、参加者・欠席者全員へ近隣児童が作成した年賀状
を配布しており、配布される高齢者・作成する小学生とも
に大きな期待と喜びを感じていただいています。舞子地
区の多世代交流のひとつの形として定着してきました。
配分金の49.2％をこの年賀状配布費用に充てさせて
いただきました。ありがとうございました。

灘区にある護国神社清掃
のための交通費に使わせて
もらいました。

共同募金配分金を
いただき、灘区の神戸
護國神社清掃ボラン
ティア 活 動 に 関 する
会員への交通費の補
助を行うことができ、
活 動 に 参 加しや すく
なりました。
今まで遺族会とい
う 枠 の 中 で 行って い
ましたが、歳末たすけ
あい募金の配分を受
けることで、私達の活
動が世間から認知さ
れ た 感じが い たしま
す。
ありがとうございま
した。

身近な募金方法
ご家庭・職場で…
垂水区共同募金委員会の地
区委員のみなさん（裏面参照）
が家庭・職場を訪
問し、募金を呼び
かけます

学校・幼稚園・
保育園（所）で…

募金箱を
見かけたら…

各園・学校を通じて、児童生
徒のみなさんに募金を呼びか
けます

お店や会社・事務所などの
ご協力のもと、
レジや窓口など
に募金箱を置かせていただい
ています

バッジやカードで…
官公庁・会社・事務所など職
場を通じてバッジやカード類
による募金をお願いします

図書カード
１枚1,000円
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記念バッジ
１個500円

スルッとKANSAI
１枚1,000円

区社協だより

たるみ

39号

児童館とのコラボ！学童保育クラブの児童による街頭募金活動
平成24年度より新たな募金活動の取り組みとして、児童館の学童保育クラブの児童による街頭募
金活動を始めました。
愛垂児童館と小束山児童館にご協力をいただき、当日は募金を呼びかけるこどもたちの大きな声が
町に響きわたりました。
小束山児童館の街頭募金では、児童館近くのグルメシティ小束山
店様のご協力のもと、20 名を超えるこどもたちが店頭にズラリ！お
店に来られた地域の方々との温かなふれあいの一コマも見られまし
た。グルメシティ小束山店の店員さんが募金に出てきてくださる場
面もあり、参加したこどもたちからは、「自分たちの力で募金が集ま
り楽しかった！」「赤い羽
根共同募金のことが少し
分 か っ た」と、活 動 が 終
わったあとも興奮した様
子で感想を話してくれま
した。
地域の方々とのふれあいの一コマも

グルメシティ小束山店副店長も参加してくださいました！

グルメシティ小束山店 松本店長（現 ダイエー藤原台店店長）よりコメントをいただきました
平素はグルメシティ小束山店をご利用頂きまして誠に有難うございます。
昨年、垂水区共同募金委員会様より、募金活動の新たな取組みについ
てのご説明と施設利用のお申し出があり快諾させて頂きました。
当日は小束山児童館のこどもたちの募金を呼びかける元気な声と一生
懸命な姿を見せて頂き、従業員も負けないようにしなければと良い刺激
を頂きました。
当店はお客様、地域の皆様にとって一番近い存在になりたい、そして
共に発展していきたいと心より願っております。
これからも地域の様々な活動を通じてお役にたてればと思っております。
垂水区共同募金委員会

地区委員のみなさま

＜平成 25 年度＞
ご協力、
よろしくお願い
します！

（順不同・敬称略）

舞子婦人会

霞ヶ丘婦人会

高丸婦人会

垂水婦人会

東垂水婦人会

塩屋婦人会

東舞子婦人会

上高丸婦人会

多聞台婦人会

乙木婦人会

千代が丘婦人会

神陵台婦人会

新多聞婦人会

福田婦人会

本多聞婦人会

小束山すみれサークル

井奥

池部

敬子

上野

康子

魚﨑

幸子

宇川

武次

悦

岡田

悦子

小野

愛子

懸橋

明美

梶山

峰生

加藤

榮子
博司

順子

大久保

節子

千代子

北村

牧子

小嶋

綾子

小瀬

博

小寺

俊彦

小林

昌夫

佐藤

真田

利彦

直木

綾子

中村

仁子

名村

芳子

西澤

千代子

西村 かおる

八十

幸夫
社会福祉法人兵庫県共同募金委員会

神戸市垂水区共同募金委員会

〒655-8570 垂水区役所３階 垂水区社会福祉協議会内
ＴＥＬ：０７８－７０８－５１５１（内 416） ＦＡＸ：０７８－７０９－１３３２
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垂水区社協の取り組み

はじめまして♥プレママサロン＆孫育て講座
垂水区社協では、安心してこどもを産み、育てられるまち作りを目指して2つの子育て支援策に取り組んでいます。
！
出産の 不安を解消

未 来の笑 顔を育

はじめまして♥プレママサロン

てましょう！

孫育て講座

初産妊婦さん同士が、おしゃべりや布おもちゃ作りを

これから孫をもつ予定の方、すでに孫育てをしておら

通して交流しています。赤ちゃんが初めて手にする「布

れる方を対象とした臨床心理士の井上淳子さんによる講

おもちゃ作り」やカラーコーディネーターが一人ひとりに

座です。

似合う色を教える「プチおしゃれ計画」
、助産師が出産の

祖父母世代が育児をした時代の常識ではなく、最新の

不安に答える「おしゃべりサロン」の全 3 回の講座。

育児の知識が学べます。

布おもちゃづくりのみ材料費 300 円。

垂水区社協では、孫を間に挟んだ素敵な家族作りのお
手伝いをします。参加費は無料。

11 月コース
11 日（月）
、18 日（月）14：00、25 日（月）10：00
１月コース
20 日（月）
、27 日（月）14：00、2 月 3 日（月）10：00

12 月講座

12 月 3 日（火）13：30

1 月講座

１月 14 日（火）13：30

E メール・FAX・窓口で受付。講座名（コース名）、住所、受講者氏名、電話番号、出産予定日（プレママサロンのみ）
お孫さんの有無 ( 孫育て講座のみ）を記入の上、下記までお申し込みください。
申込・問合せ／〒655-8570（住所不要）
垂水区社会福祉協議会 電 話（078）708-5151( 代 ) 内線 362 FAX（078）709-1332
E-mail tarumi-jido@tarumi-csw.or.jp

児童館紹介

第4回 千鳥ヶ丘児童館

千鳥ヶ丘３丁目 20-14

Tel

(078) 705-2430

このコーナーでは、神戸市社会福祉協議会の運営する児童館を紹介します。
神戸市立千鳥が丘児童館は昭和53年6月千鳥が丘の高台に上高丸地域福祉センター
と併設され、地域の児童福祉施設として活動を開始しました。周辺は共同住宅や戸建て
住宅が立ち並ぶ地域です。利用する親子の人数や学童クラブの登録人数が次第に増加
し、平成24年度は１日の平均利用人数は約90人にもなり、館内はいつも利用者で満ち
溢れています。児童館では職員が地域の子育て環境づくりや、児童の育成等のために知
恵を出し合い、試行錯誤しながら新しい事業やプログラム作りに励んでいます。
しかし、
職員だけでは限界があります。
これからは職員だけではなく、皆様方から積極的に意見
や提案をいただき、ともに計画し、ともに推進していく体制を整備していくこと
が大切であると思っております。
親子の集いの場づくりをしたいと思っている方、子育てに悩みのある人、
また、
学童クラブを卒業した君たち、気軽に児童館を訪ねてきてください。職員一同皆
様のご来館を熱烈歓迎いたします。
（千鳥ヶ丘児童館 館長 堀家 豊）

成年後見制度

心 配 ごと 相 談 所
健康のこと、家族のこと
何かお困りのことはありませんか？
●相

談

日

相談料は
無料です

事前相談室

成年後見制度のしくみや、利用手続きの流れに
ついての相談窓口を９月より開設しています。

毎週火曜日と金曜日（年末年始とお盆はお休み）

● 相

●相談時間

午後１時～午後３時半（先着順、事前予約なし）

● 相談時間

午後１時半～午後３時半（先着順、事前予約なし）

●相談場所

垂水区社会福祉協議会（垂水区役所３階）

● 相談場所

垂水区社会福祉協議会（垂水区役所３階）
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談

日

毎月

第２・４水曜日（開庁日のみ）
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たる たる ハート

平成25年10月１日発行
発行：社会福祉法人

神戸市垂水区社会福祉協議会

垂水区ボランティアセンター

112号

垂水区ボランティアセンターだより

TEL（078）709-1333
FAX（078）709-1332

メール vcinfo@tarumi-csw.or.jp

〜心のふれあい みんなの まごころ〜

はじめよう！ 秋のボランティア講座
Let's 高齢者・障害者施設ボランティア！
日

程

内

容

講

災害時ボランティア活動セミナー
～自分たちの地域のこと知っていますか？～

師

ラポートたるみ

10月28日（月）
私にもできる高齢者
13時半～
・障害者施設のボランティア
15時半

日

野呂芽久美 氏
垂水すみれ苑

近見 孝之 氏
ホーリーツリーたるみ

八幡 頼秀 氏

容

11月30日(土）
『災害を忘れない！
13時半～
減災・防災について』
15時

西宮市レクリエーション活動協会
会長 田島

内

講

師

垂水消防署 消防防災課
11月 ９日(土）『区内防災福祉
13時半～ コミュニティについて』
15時半 『防災と区内避難所について』 垂水区役所総務課

11月 1日(金）
ラポートたるみ
1日ずつの体験実習
～15日(金）
（日時は体験先により異なる） 垂水すみれ苑 ほか
のうち２日
施設でのボランティア活動に
11月21日(木）
ついての心がまえと、簡単な
13時半～
レクリエーションをマスター
15時
します

程

阪神高齢者・
10月14日（月・祝）
障害者支援ネットワーク
『災害時に生かす
13時～
ボランティアネットワーク』 理事長
16時半
黒田 裕子 氏

栄文 氏

人と防災未来
センター見学

【会
【対

場】垂水年金会館３階 ボランティアルーム他
象】区内在住・在勤・学生ボランティア
またはボランティアに関心のある方
【定
員】40名
【 締 切 日 】10月11日（金）

【会
場】垂水年金会館３階 ボランティアルーム
【対
象】区内在住・在勤のボランティアに関心のある方
【定
員】15名
【 締 切 日 】10月18日（金）

両講座ともに電話・メール・Faxで、住所、氏名、年齢、電話番号を下記へ
垂水区ボランティアセンター

平成 25 年度

電 話（078）709-1333

FAX（078）709-1332

vcinfo@tarumi-csw.or.jp

垂水区ボランティアグループ運営費助成のお知らせ

垂水区で継続的にボランティア活動を行っているグループの運営支援を目的として助成を行います。
平成25年10月1日（火）
より、垂水区ボランティアセンター窓口で申請書を配布します。
対象・要件

①５人以上で構成され、垂水区ボランティアセンターに登録
があり、登録後1年以上活動実績があること。
②垂水区内でボランティア活動を年６日以上かつ、活動者数
が延べ30人以上の活動を行っていること。

上限15,000円
助成対象期間

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

申請受付期間

③他の公的助成金を受けていないこと。

平成25年11月1日～平成26年3月31日まで

④無償の活動であり自助活動でないこと。

＊ただし、平成26年3月31日までに申請要件を満たす

⑤政治的・宗教的活動でないこと。
⑥自発的な意思に基づく地域福祉の向上に貢献する活動で

場合は、平成26年4月 7日まで

あること。

この助成金は、ボランティア活動支援のため、区民の皆様からいただいた、赤い羽根共同募金の配分金をもとに実施しています。

ボランティア募集

垂水区民スポーツの日・西水環境フェア

★垂水区内小学校特別支援（なかよし）学級補助
☆高齢者施設での定期的(月1.2回)の活動（折り紙や手芸など）
★イベント補助など、
単発(1日)の活動もあります。

10月19日（土）10時～15時、垂水区平磯の垂水スポーツガーデ
ン多目的グラウンド・芝生広場で開催します。
ボランティアセンターはグラウンドで障害物レースを担当します。芝
生広場では、登録ボランティア団体が体験コーナーを
実施します。さわやかな秋空の下、潮風を感じながら
体を動かしてみませんか。

ご協力ありがとうございました
区民の皆様に集めていただいた「使用済み切手」は、6,700円になり
ました。区民の皆様にご利用いただいている、車いすの修理等に活用さ
せていただきます。

当日は赤い羽根共同募金の街頭募金を実施します。
ご協力よろしくお願いします。
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地域見守り活動の充実をめざして
～民生委員、自治会等と連携しながら、住民同士で見守りができるコミュニティづくりの支援～
「あんしんすこやかセンター」
をご存知ですか？
「あんしんすこやかセンター」では、高齢者が住み慣
れた地域で安心してその人らしい暮らしを続けてい
くための支援を行っています。
○ 介護のことで、相談したいんだけど・・・
○ ご近所の方の様子が最近少し変わったみたい・・・
（服装に乱れがでてきた など）
このようなことがあれば、お住まいの地域の「あんし
んすこやかセンター」へお気軽にご相談下さい。
また、高齢化率の高い公営の大規模災害復興住宅等
の住戸や集会室などを活用して、高齢者の自立を支援

する
「あんしんすこやかルーム」も、設置されています。
○ 民生委員や見守り支援者との連絡会の開催
○ 住民による自主的な活動の支援
○ 介護に関する相談 などの活動を展開しています。
◀笑顔が集まるふれあい喫茶

垂水区社会福祉協議会は「あんしんすこやかセンター」
「あんしんすこやかルーム」の見守り推進員と協力しなが
ら、住民同士の見守りにつながるコミュニティづくりの支援を行っています。

あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー

施設名

電話

管轄区域

桃山台

751 − 0706

名谷町（概ね福田川、バス道以東でかつ、つつじが丘以北）、つつじが丘、桃山台、
清玄町、下畑町（第二神明以北）

塩屋

755 − 2280

朝谷町、松風台、塩屋台、塩屋町、塩屋町 1 〜 5 丁目・7 〜 9 丁目、塩屋北町、
下畑町の一部、東垂水町（東）、下畑町字西砂山

東垂水

青山台、東垂水町（中・西）、塩屋町 6 丁目、美山台、乙木、王居殿、城が山、泉が丘、
751 − 4165 東垂水、山手 2 〜 8 丁目、大町、高丸 3・4 丁目、野田通、馬場通、瑞穂通、清水通、
御霊町、中道 2 〜 6 丁目、坂上 2 〜 5 丁目、川原 2 〜 5 丁目、福田、向陽

垂水名谷

706 − 9475

名谷町（概ね福田川以西）、神和台、潮見が丘、千鳥が丘、高丸 5 〜 8 丁目、上高丸、
千代が丘

平磯

751 − 1299

高丸 1・2 丁目、瑞が丘、日向、平磯、山手 1 丁目、中道 1 丁目、坂上 1 丁目、
川原 1 丁目、宮本町、神田町、陸ノ町、天ノ下町、旭が丘、仲田

本多聞

783 − 5001

学が丘、本多聞、舞多聞東 1 丁目、小束山本町、小束山、小束山手、多聞町字小束山、
名谷町（概ね小束山以北）、星が丘、星陵台、清水が丘、舞子坂、舞子陵

舞子台

787 − 3303 北舞子、舞子台 1・3・7・8 丁目、歌敷山、霞ヶ丘、五色山、海岸通

神陵台

742 − 8004

787 − 5231 南多聞台 7・8 丁目、狩口台、西舞子、舞子台 2・4 〜 6 丁目、東舞子町
783 − 3130 東多聞台住宅

29 号棟 101 号室に開設しています。

きたまいこ 783 − 4100 北舞子第四住宅
高丸

706 − 4331 高丸住宅

北舞子第 3 集会所内に開設しています。

集会所内に開設しています。

にこにこ

707 − 9766 旭が丘第ニ住宅

あすなろ

752 − 2000 東垂水住宅

1 号棟 101 号室に開設しています。

4 号棟 163 号室に開設しています。

＜私たちが見守り推進員です。地域の見守り活動を支援しています。＞

画：日笠山

真美

「医療費・年金が返ってくる」という電話は詐欺です。 ご注意を！
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神戸市高齢者
見守りキャラクターです。
皆さんの「気づき」、
応援しています！

あじさい

ルーム

あんしんすこやか

舞子

多聞町（バス道以西）、多聞台、舞多聞東 2・3 丁目、舞多聞西、西脇、神陵台、
南多聞台 1 〜 6 丁目、小束台
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善意銀行をご存じですか？

皆様の優しさが、福祉のまちづくりに活かされるようにと、垂水区社会福祉協議会善意銀行では、
お預かりした善意を
地域の福祉活動の振興（福祉の向上）に役立てています。

預託金・物品の使い道
高齢者福祉のために

●満 70 歳以上の高齢者
の方へ杖を交付します
●手作り作品を給食会の
プレゼントに

善意銀行は
あなたのキモチを
カタチにし
思いをつなぎます

地 域 福 祉
のために
ボランティア活動
●安心して暮らせる福祉
のまちづくりのために
●ボランティアグループ
の活動支援に
●未使用切手はおたよりくらぶへ

児童の福祉のために
●発達障害児の支援活動に
●里親活動の支援に

障害児(者）の福祉のために

みなさまからの
善意を
お待ちしています

●「たるみっこまつり」出店
参加経費として
●車いすの修繕に
お問合せは、
垂水区社会福祉協議会善意銀行へ
℡（078）708-5151
（内357）

ハート♥ブリッジ助成始めました。
匿名の方からいただいた寄付金をもとに、
「ハート♥ブリッジ助成」
を創設。地域の福祉に寄与する事業や活動を公
募し、その事業に要する経費の一部を助成することになりました。今回採択された団体を紹介します。
神戸光生園は長胴太鼓、NPO法人輝かすみが丘の五色塚おやこ楽農くらぶは、園芸材料・道具等を、
ＮＰＯ法人Ｇ
ネットは焼き物用の粘土・練り機を購入。それぞれ活用いただいています。
神戸光生園
毎週木曜日
が 練 習 日。助
成金で購入し
た長胴太鼓も
使 い、地 域 行
事参加に向け、
みんなで楽し
く練習していま
す。

NPO法人輝かすみが丘

NPO法人Gネット

おいしいトマトを沢山収穫しました。
助成金で苗を購入し植えたサツマ芋
が大きくなり、収穫祭が楽しみです。

助成金で粘土を購入し、器を作って
みました。どんな焼きあがりになるのか
楽しみです。次は、鳥笛を作りたいです。

※来年度の助成金申請の案内は26年2月の区民広報紙たるみに掲載予定です。

車いすの貸出を行っています

歩行杖の交付を行っています

区社協では善意銀行などにご寄付いただいたお金で、
車いすを購
入し、
垂水区在住で一時的に車いすが必要な方に無料で貸出を行っ
ています（
。車いす寄贈分も活用）
1.貸出期間は、
２ヶ月以内です。
2.ご使用にあたっては大切に取り扱ってください。
※貸出期間中の故障・紛失等については全て借受人の責任となります。
申請時には、
申請者か利用者の垂水区在住の証明書
（健康保険証・運転免許証等）
をご持参ください。
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区社協では善意銀行への寄付をもとに、
垂水区在住の満70歳以上の方で、
歩行の際
に補助的に杖が必要な方に、
ひとり1回限り
でお渡ししています（
。いかなる場合も交換、
再交付はいたしません）
＜申請時に必要なもの＞
垂水区在住と年齢がわかる証明書
（健康保険証・運転免許証等）
※代理人が来られる場合も、
本人の証明書が必要です。
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たるみアンテナショップ
◀ステージで商品紹介

今年３月より、垂水区地域自立支援協議会主催による、区内の障害者事業所
で作られている製品の販売会「たるみアンテナショップ」を、区役所１階ロビー
で開催しています。
「カフェハンナ」
「神戸光生園」
「工房

彩」
「こぐまくらぶ」
「とんぼの家」
「ゆ

とり作業所」「和みの海」が、クッキーやパンなどの食品や布製品（さをり織り
など）、手芸品などを出店しています。
障害福祉サービス事業所の利用者さんと区民の方が言葉を交わしながら、実
◀販売の様子

際に商品を見ていただける形で販売しています。是非お立ち寄りください。
また、たるみアンテナショップの開催日に合わせて、垂水区ボランティアセ
ンター登録の出演団体等によるステージイベントで会場を盛り上げ、その合間
には作り手である利用者がアンテナショップの販売商品のＰＲを行っています。
（今後、12 月と２月のアンテナショップの開催に合わせてステージイベントを
実施します。）

障害者事業所紹介コーナー
和みの海〔なごみのかい〕
2012 年５月７日に、就労継続支援 B 型事業所
としてオープンしました。
手芸品の袋詰めや箱の組み立てなどの簡単な作

たるみアンテナショップ今後の開催情報
11 月 27 日（水） 12 月 13 日（金）
1 月 24 日（金） 2 月 14 日（金）
3 月 14 日（金）
※各日とも 10 時半～13 時半
事情により、一部の事業所が参加されな

業のほか、ミシンを使ってのカバンづくりや革細工

い場合があります。
（変更がある場合は、本会ホームページ等

の制作、清掃作業など、利用者それぞれの長所や

でお知らせします。）

個性を活かした、新たな就労分野の開拓にも積極
的に挑戦されています。10 年以上引きこもってい
たが、和みの海に通い始めてから、ほぼ毎日通っ
ている方もおられます。
また、「無理なく楽しく継続できること」をモッ
トーにした作業として、
「日本千羽鶴プロジェクト」
を新規事業として始めました。これは、「祈り」の
象徴でもある千羽鶴を利用者一人一人が思いを込
めて折り、それを病院や高齢者のサロンなどに飾りたい個人や団体に買っても
らうことで、売り上げを利用者の工賃として還元しています。
千羽鶴の購入方法ほか、折り紙や、折った鶴を寄贈してくれる方など興味を
もたれた方は和みの海までお問い合わせください。
施設を利用されたい方の施設見学や利用体験も随時行っています。

（和みの海

問合せ先）

平成２６年２月９日（日）

住所:垂水区海岸通1番20号

昼 の 部：午後12時開演（午前11時30分開場）

電話・FAX：078-706-6860

夕方の部：午後 ４時開演（午後3時30分開場）

ホームページ:
「和みの海」で検索。

入 場 料：3,000 円
会

場：垂水レバンテホール（垂水区役所３階）

チケット販売は垂水区役所３階 社会福祉協議会
このコンサートの収益は、障害者福祉の
向上に役立てられます。
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「地域をつくる区民応援助成」事業報告

赤い羽根
共同募金

社会福祉法人すいせい フレンドリー垂水
私たちは、精神障害者の就労支援を行う

NPO 法人こどもコミュニティケア
幼児用トイレを追加で新設できました。

ＮＰＯ法人

Ｇネット

私たちは障害者の就労支援をしている事業所です。

団体です。クッキー工場での作業用制服を

２つできたことで、トイレトレーニングに

利用者さんから、陶芸や陶製の楽器作りを通じて、社会に出て自分を活

30 着購入できました。服は動きやすくて

消極的だった子どもが、仲良しの子どもと

かすきっかけにしたいという希望があり、陶芸用の小型電気窯の購入費

軽く通気性が良いです。

一緒ならば座る事ができるようになりまし

用を申請し購入させていただきました。

作業量が増加して 1 人あたりの工賃が

た。

現在、専門家の指導の下、鳥笛作りを目指し、粘土の練り方や小皿

アップしました。

の制作方法などを学んでいます。

平成２５年度

助成金決定団体
（単位：円）

垂水区地域自立支援協議会
区内８つの障害福祉サービス事業所で
｢たるみ桜の会｣を構成し平磯緑地などで清
掃などの軽作業を行っています。
助成金でビブスを 60 着購入できました。
園内を歩いている方から｢ご苦労さん｣と
声をかけてもらうこともあります。

手話サークルたるみ
私たちは、聴覚障害の方のための手話を
学ぶサークルです。助成を受け、敬老会を
実施しました。そこでは、65 歳以上の聴
覚障害者の方がみんな一緒にお弁当を食べ
フラダンスのステージも一緒に踊るなどし
て楽しまれました。

NPO 法人ファミリーファーム 麦わら帽子
作業（仕事）が少なくなってきたため、
喫茶店をオープンさせて、地域のみなさん
が集える場所にしたいと思いました。
そのための備品としてテーブル・食器棚・
コーヒーメーカーなどを購入できました。
少しずつ接客にもなれるように地域のイベ
ントに出店したりしています。

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 神戸光生園
施設の壁・天井・クロス・床カーペット（防
火用）の張り替えができました。開設から
30 年が経過し、建物・設備のいたるとこ
ろに不具合が生じています。利用者やその
家族との面談や、就労支援に向けた作業場、
図書館を兼ねた場所として利用できるよう
になりました。

団体名

事業総額

塩屋・下畑・東垂
水地区ふれまちネ
ットワーク会議

328,386

垂水視力障害者
福祉協会
NPO 法人
G ネット
手話サークル
たるみ

92,400

319,200

65,610

決定額

事業名

鍋がつなぐ地域ネ
300,000 ットワーク（鍋・
コンロの購入）
50,000

視力障害者の料理
教室

フリースペース“パ
300,000 ズリング”陶芸窯
の購入
62,610

高齢聴覚障害者対
象の敬老会

NPO 法人
ゆとり

210,000

グラスキルン（ガ
150,000 ラス用電気炉）の
購入

垂水区地域自立支
援協議会

437,425

災害時に誰も孤立
186,625 しない地域をめざ
して（ＤＶＤ製作）

NPO 法人
子育ち家族サポー
トふるーる

334,100

子育ち家族の居場
225,382 所づくりプロジェ
クト

364,300

共生保育ボランテ
ィア増える、続く、
225,383
発展するプログラ
ム作成

NPO 法人
こどもコミュニテ
ィケア

2,151,421 1,500,000

垂水区赤い羽根共同募金
「地域をつくる区民応援助成」のご案内
募集要項は平成 26 年 1 月発行
区民広報紙たるみへ掲載します
垂水視力障害者福祉協会

垂水区子ども会連合会

古くなったワイヤレスアンプとマイクを

結成 50 周年を迎えるにあたり、記念冊

買い替えることができました。視力にハン

誌を作成することになり、その印刷費の一

ディキャップがあるため、日頃から家に閉

部を申請しました。これまでの活動記録と

じこもりがちになるのですが会員が集まっ

歴代役員、表彰歴などを掲載して今後の活

て朗読会やカラオケ大会、クリスマス会な

動につなげていきたいです。

問合せ／
垂水区社会福祉協議会（区共同募金委員会事務局）
「地域をつくる区民応援助成事務局」
TEL ／ 708-5151（内線 361） FAX ／ 709-1332
E メール／ info@tarumi-csw.or.jp
ホームページ／ http://www.tarumi-csw.or.jp/

どで活用しております。
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