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今年も赤い羽根共同募金運動が始まります
10月1日～3月31日
平成27年度募金額

11,237,444円

みなさんのあたたかい
ご協力ありがとうございました

おかげさまで70周年
「助け合う

つながる

ひろがる

赤い羽根」

赤い羽根共同募金運動は戦後間もない1947年（昭和22年）から「国
民たすけあい運動」として始まりました。
第1回の募金は、戦争で大きな被害を受けた民間の社会福祉施設や
同胞援護会などの福祉団体の活動に役立てられました。
月日は流れ、赤い羽根共同募金運動は今年
で70年を迎えます。
みなさまからお預かりした募金は、垂水区
内の高齢者や障がいのある方、子どもたちを
支援する活動に役立てられています。
これからも「垂水をよくするしくみ」をみ

第1回のポス
ター
見覚えのある
方いらっしゃ
い

なさまと一緒に考えていきます。

ますか？

今年度から募金期間が10月1日〜3月31日
に拡大されました。
12月末までは、皆さまと共にすすめる従来
型の募金活動を、1月〜3月末は、「居場所づく
り」をテーマとして、事務局が新たな募金活動
にチャレンジします。

ー

今年のポスタ

ポスター・アイデア募金箱を展示します
垂水区役所（レバンテ垂水2番館）1階ロビーにおいて、区内の小・中学生が創作し
た共同募金運動啓発作品展を今年も実施します。力作ばかりです。ぜひご覧ください。

〈展示期間：平成28年10月4日（火）～10月10日（月・祝）
〉
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「歳末たすけあい募金配分を受けた方々」から、
ありがとうメッセージが届きました！
●上高丸地区民生委員児童委員協議会 より
昨年12月に「クリスマス会」を開催しました。
じゃんけんゲームやクイズ、ビンゴゲームで遊び、警察の方にも
来ていただき、交通ルール・振り込め詐欺のお話を聞きました。ク
リスマス会では皆さん大きな声で笑い、又、笑顔で童心にかえられ
「プレゼントありがとう」の声に私たちも「良かった～」と思いまし
た。当日は男性の方が13人も出席され、クイズをしても一番に答え
ていただくなど、とてもありがたく感じました。
ありがとうございました。

●はやし赤ちゃんホームin五色山 より
売っているおもちゃに慣れている子どもたちに、手作りならではの温かさを伝
えたいと思い、配分金で手作りおもちゃ・手作りカレンダーを作成しました。
手作りおもちゃが完成した時は、感動しました。
保護者の方からも、
「手作りカレンダーは記念になります。ありがとうございま
す」というお言葉をいただき、保護者の方・子どもたち共にとても喜んでいただ
きました。
ありがとうございました。

■募金つき自動販売機

区内第２号！

平成28年４月から、垂水区役所

■街頭募金・イベント募金をしてみませんか？
街頭で、おまつりで、イベントで、募金活動をしてみませんか？

のご協力のもと、垂水区役所２階に

募金活動は、
“入口”となる多くの方の

募金つき自動販売機が設置されてい

ご協力のもとでなりたっています。

ます。飲み物を買うと、売上の一部

ご協力いただける方を募集中です！

が募金されます。

募金箱の設置や、ポスターの掲示など

設置にご協力いただけるお店や施

協力できるよという方がいらっしゃった

設を募集しています。

ら事務局までお声掛けください。

垂水区共同募金委員会

地区委員のみなさま

（順不同・敬称略）

本多聞婦人会

舞子婦人会

垂水婦人会

東舞子婦人会

乙木婦人会

新多聞婦人会

霞ヶ丘婦人会

東垂水婦人会

上高丸婦人会

千代が丘婦人会

小束山婦人会

高丸婦人会

塩屋婦人会

多聞台婦人会

神陵台婦人会

福田婦人会

井奥

順子

悦

小野

愛子

加藤

榮子

小林

昌夫

西澤

千代子

池部

敬子

大久保

懸橋

明美

北村

牧子

真田

利彦

西村

かおる

上野

康子

大澤

康子

樫原

彰久

小嶋

綾子

直木

綾子

藤岡

隆司

魚﨑

幸子

岡田

悦子

梶山

峰生

小寺

俊彦

中村

仁子

山本

和男

お問合せは
事務局まで

千代子
節子

社会福祉法人

兵庫県共同募金会

神戸市垂水区共同募金委員会

〒655-8570 垂水区役所２階 垂水区社会福祉協議会内
TEL：078-708-5151（内線360） FAX：078-709-1332
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垂水区児童館紹介

第７回

霞ヶ丘児童館

たるみ 42号

無料

孫育て
講座
これから孫をもつ予定の方、

キラリ☆いきいき 孫育て！
未来の笑顔を育てましょう！

五色山5丁目2-15
HP：http://www.eonet.ne.jp/~kasumigaoka/

まるい青いお屋根をした
霞ヶ丘児童館は霞ヶ丘小学
校南側の住宅街の中にあり
ます。昨年度は多くの児童
や乳幼児そして母親など、
開館以来最多の41,143人
の方々にご来館いただき、
ご活用していただきました。
大変うれしく皆様方に厚く感謝いたしております。
児童館では健全育成事業の一環として地域行事、季節行事、
工作、スポーツ、老人会との交流会等様々なプログラムを取り
入れています。
中でもインパクトが強いのは5月に開催される「たるみっこ
まつり」で踊る“エイサー”です。
“エイサー”とは、ダイナミッ
クな沖縄の盆踊りです。
パーランクーという太鼓の音と元気な掛け声で力強さを感じ
られる踊りです。
放課後児童クラブのお友だちを中心に春休みから練習を積み
重ねてきました。
慣れない動きで難しかったですが、一生懸命に頑張りました。
これからも近隣の子どもたちの健全育成の役割を担い、楽し
いプログラムをどんどん取り入れて地域に根ざした児童館づく
りを目指して行きたいと思っております。今後とも皆様方の良
きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

すでに孫育てをしておられる方、興味のある方を対
象とした臨床心理士の井上淳子さんによる講座です。
祖父母世代が育児をした時代の常識ではなく、最
新の育児の知識を学びます。
垂水区社会福祉協議会では、お孫さんを間に挟ん
だ素敵な家族作りのお手伝いをします。

10月28日（金）13時30分～15時30分
垂水区役所1階 101会議室

講師

井上

い の う え

あ

つ

こ

淳子 氏

（臨床心理士）
Eメール・FAX・窓口で受付。
講座名、住所、受講者氏名、電話番号
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 内線365
FAX（078）709-1332
E-mail tarumi-jido@tarumi-csw.or.jp

ファミリーサポート
協力会員養成講習会
10/8（土）～受付開始

無料

先着50人

日時：11月21日（月）9時45分～15時30分
11月29日（火）10時00分～16時00分
両日とも参加できる人
場所：垂水区役所 ３階会議室
対象：子育て応援の活動をしたい方
申込：神戸市ファミリーサポートセンター
（電話：078-335-6100）

放課後児童支援員（パート）登録募集
市社協運営児童館・コーナーでは、放課後児童支援員（パート）
の募集をしています。詳しくは垂水区社会福祉協議会まで。

地域福祉ネットワーカーだより

日時
場所

児童館がない学校区の児童は、放課後の居場所がありま
せん。高齢者や子どもたちが一緒にいられる「居場所」が

今年は猛暑で暑さ対策がたいへんでしたね。みなさまの

必要なのでは？と感じる、今日このごろ

体調管理はいかがでしょうか？

です。

今年度より新体制となり、地域福祉ネットワーカーが2

今年度からは、敷地内旧デイサービス

人になりました。これまで以上に、地域へ出かけていきた

センターを活用し、毎月第3土曜日「ふ

いと思います。

れあいオープン喫茶+（プラス）」を開催、

さて、「ほっとかへんネットた

地域の子どもたちに店員になってもら

るみ」（垂水区社会福祉法人連絡

い、喫茶の運営を行っております。

協議会）は…昨年度より、神戸市

また、社協事業として、8月に「夏

営復興住宅「ベルデ名谷」を拠点

休み子どもの居場所づくり」をモ

に、
「まずは地域を知ろう！」と、

デル事業として行い、学生やシニ

イベントを中心に住民との交流を

アボランティアにも活躍いただき

はかりました。当初は復興住宅と

ました。

いう観点から「高齢者の課題」が

今後は、各法人がそれぞれの地

中心かと思っておりましたが、意

域で同じような仕組みができるよ

外にも「子どもの居場所がない」という課題が見えました。

う、取り組んでまいります。
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平成28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

TEL：078-709-1333 FAX：078-709-1332
メール：vcinfo@tarumi-csw.or.jp

秋のボランティア講座
小学校では、特別支援学級の児童数が年々増加しており、
「学習の場」としてだけでなく、
「生活の場」として学校生活
を送るうえでボランティアの皆さんの支援を必要としていま
日程

内

容

す。障がいに関する知識・理解を深め、学校ボランティア・
子どもを支援するボランティアについて学びます。
あなたの地域の子どもたちを応援しませんか？
講

師

11月１日（火）
13:30～16:00

学校でのボランティアに
ついて

MOTTOひょうご
栗木 剛 氏

11月８日（火）
13:30～16:00

車いす介助・
ガイドヘルプ体験

福祉用具専門相談員・
垂水区ボランティアセンター職員

11月15日（火）
13:30～16:00

福祉教育と
ボランティア活動

関西学院大学 講師
岩本 裕子 氏

11月16日（水）～
体験してみよう（実習）
12月２日（金）
12月6日（火）
13:30～16:00

事務局長

区内小学校（特別支援学級サポート・
福祉体験学習サポート）

発達障がいの特性・関わり方・ 放課後等デイサービス
今後の活動について
よりみちくらぶ 北村

淳氏

定員：25名
締切：10/21（金）
※申込多数の場合は抽選
会場：垂水年金会館 １階会議室・
３階ボランティアルーム他
対象：区 内在住・在勤、在学で子どもたち
を応援したい方。また、活動中の方。
費用：500円（ボランティア保険未加入者
のみ）

今後の催し

今、こんなボランティアが求められています！
・保育園で園児の見守り

どしどし
参加してね～

区民スポーツの日・西水環境フェア

・特別支援学級での見守り

10月29日（土）10時～15時

・障がい者施設での見守り、付き添い

垂水区平磯の垂水スポーツガー

・高齢者施設でお話し相手、絵を描く、

配膳のお手伝い等。

デン多目的グラウンドで開催。ボ

 色々な活動があります。興味のある方は是非ボラン

ランティアセンターではグラウン

ティアセンターにお越しください！

ドにて障害物レースを行います。
是非、体験しに来てくださいね！

垂水ボラ活ブックが完成しました！

親子三人四脚で、イッチニ！

ボランティア登録～活動までの流れ、どん
な活動があるのか、どれだけの人が垂水区で
活動しているのか、等々…垂水区ボランティ
アセンターの全てが分かる!? これであなた
もボラセン通 ご希望の方は⑬窓口まで。
ざ

アンテナショップ＆ロビーコンサート
11月25日（金）10時30分～13時30分
垂水区役所１階ロビー
で障害福祉サービス事
業所による製品販売を実
施！ ま た、 会 場 を 盛 り 上

だんかい

ボランティア交流会「The談会」に参加しませんか？

げるボランティアによる

垂水区ボランティアセンターでは原則毎月第２水曜日
13時30分～15時垂水年金会館３Fボランティアルームで
登録ボランティアによる交流会、The談会を開催していま
す。情報交換や親交を深める場としてご利用ください。

コンサートも同時開催 ! !

垂水マスターズ・クラブ
「音楽の会」の皆さん

健康寿命をのばしましょう♪

■今後のThe談会内容（予定）
10/12…区民スポーツの日打合せ
11/９…ボランティア交流・情報交換
１２/21…クリスマス交流会
１/11…ボランティアまつり打合せ①
２/８…ボランティアまつり打合せ②
３/８…ボランティアまつり打合せ③
４/12…ボランティアまつり反省会
５/10…たるみっこまつりバルーン練習会

グループで体操がしたくなったら垂
水区ボランティアセン
ターに行こう！
垂水区社協のうた「満
点！」に合わせた体操付
きDVDをお渡しします。
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地域の居場所

たるみ 42号

ふえています

平成29年度からの介護保険制度改正にむけて、地域の中で、ご近所同士の支え
合いや、孤立を防ぐ居場所づくり、ひとりひとりの役割や生きがいづくりが求め
られています。垂水区内でもさまざまな居場所づくりが取り組まれています。

すみれかふぇ

おしゃべり
サロン

「銭湯がなくなり高

ほっこり

多世代の交流の場として、子ど

齢者の集える場がなく

もから高齢者までたくさんの方の

なった…」という住民

おしゃべりのきっかけの場になれ

の声がきっかけで、舞

ば…と、今年の6月から空き家を活

子地区の民児協、婦人会、友愛グループ、自治会有

用して喫茶を開催しています。みんなでゆったりとし

志等が、舞子すみれ園のデイルームの提供と協力を

た時間をすごしませんか？これからイベントや貸し教

得、居場所づくりを始めました。月1回、喫茶やお

室も企画中です。どなたでもお気軽にお越しください。

しゃべりを楽しみにたくさんの方が来られます。

垂水区歌敷山１丁目３-７
毎月第２・３金曜日 10時〜14時

垂水区西舞子６丁目１-13 舞子すみれ園
毎月第１日曜日 13時30分〜15時30分

空き家・空き場所
活用してみませんか？

舞子坂ふーみん
誰もが地域で自分らしく
暮らしていけるように、そ

「拠点」があると、人々が集い、活動が広がっていき

んな願いがこめられた場所

ます。ここに使える場所があるよ！というみなさん（施

です。毎週火・土曜日に昼食や喫茶、カルチャー教

設の社会貢献も大歓迎です）
、ぜひお近くのあんしんす

室、毎月第１日曜日には障がいのある方も地域の方

こやかセンターや社会福祉協議会へご相談ください。

と一緒に昼食づくりやお菓子づくりをしています。
「友達の家に来たみたい」そんなあたたかい雰囲
気に包まれています。ぜひお立ち寄りください。
垂水区舞子坂１丁目15-6
毎週火・土曜日 10時〜16時

ご家庭に眠っている食品は
ありませんか？

ふれあい電話
・
・
RIN RIN RIN

ご家庭で余っている食品を持ち寄り、
それを必要としている福祉団体や施設に

ご希望いただいた原則おひとりぐらし高齢者（65 歳
以上）の方を対象に、心温かいボランティアさんたちが
電話で毎週木曜日の午前中にお元気確認をしています。
ふれあい電話をご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせは 078（708）5151 まで！

利

寄付します。ご寄付いただきたい食品の
種類など詳しくは下記までお問い合わ
せください。

まからの喜びの声が届きまし
用者さ
た

募集期間
回収場所

木曜日の電話を
心待ちにしています。

お友だちが増えた様な
気持ちになります。

10月12日
～10月14日
（水）
（金）
10時～14時
レバンテ垂水2番館1階ロビー（区役所庁舎内）
※垂水区保健福祉フェアの会場内で受け付けます

問い合わせ

安否確認をして頂ける
ことはくらしの安心です。
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 水区社会福祉協議会
垂
電話 708-5151
ホームページ http://www.tarumi-csw.or.jp/
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善意銀行をご存知ですか？

？

預託金・物品の使い道
皆様の優しさが、福祉のまちづくりに生かされるよう善意銀行では、
お預かりした善意を地域福祉活動の振興(福祉の向上)に役立てています。

高齢者福祉のために

●現金寄付について

児童の福祉のために

●70歳以上の高齢者の方へ杖を交付
●車いすの購入
●手作り作品を
給食会の
プレゼントに

寄付者様
寄付先等のご相談

●発達障がい児の支援活動に
●里親活動の支援に

地域福祉や
ボランティア活動のために
●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

預託するには
どうしたらいいの？

善意銀行より「寄付領収書」発行
一般寄付

指定寄付
善意銀行運営委員会に
よる審査

障がい児(者)の福祉のために
●福祉団体・福祉サービス
事業所の活動支援に

指定された施設・事業

区内の各団体・施設

●物品等寄付について
寄付者様
寄付先等のご相談

①お金を寄付したい
⇒ 金銭口座へ！

善意銀行で寄付物品の詳細を
施設等へ通知（募集）

②物品を寄付したい
⇒ 物品口座へ！

希望施設等は善意銀行へ申込み

・未使用の切手はおたよりくらぶの活動へ
・車いすは福祉施設や無料貸し出し用として
※善意銀行が、物品を必要としているところへ取次ぎます。
※家庭の中古品・古着はお断りする場合があります。

福祉施設等が物品を受領
寄付者様

平成27年度は2,809,210円のご寄付をいただきました。

社会福祉法人

神戸市垂水区社会福祉協議会

〒655-8570 神戸市垂水区日向1-5-1
TEL：078-708-5151

垂水区役所2階

歩行杖の交付

善意銀行

垂水

検

索

車いすの貸出（無料）

区民の皆様からご寄付いただいた善意銀行の財源をもとに、
垂水区在住の満70歳以上の方で、歩行の際に杖が必要で交付
を希望される方に、おひとり１回限りでお渡ししています。

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（短期間）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）

杖の仕様
アルミ製伸縮杖（71.5～97.5㎝：14段調節）
重さ 約280グラム
 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。

１.貸出期間は、当日～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。
３.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。

※代理申請の場合は申請者ご本人の証明書が必要です。

心配ごと相談所

成年後見制度

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？

事前相談室

市民後見人による、成年後見制度の概要や
申立手続きの方法の説明を行っております。
（より詳しい内容の相談については、神戸市
成年後見支援センターをご利用ください。
）

相 談 日：毎週火曜日と金曜日（祝日は除く）
（年末年始とお盆はお休み）
相談時間：13時～15時30分
相談場所：垂水区社会福祉協議会「垂水区役所２階13番窓口」

相 談 日：毎月第2・4水曜日（祝日は除く）
相談時間：13時30分～15時30分 （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２階13番窓口」
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区社協だより

熊本地震

たるみ 42号

派遣報告

平成28年4月14日、熊本県と大分県の広い範囲で最大震

おり、ボランティアの数が

度7の甚大な被害が発生しました。4月22日には、災害ボ

足りず、マッチングが困難

ランティアセンターが立ち上がり、今もなお全国からボ

な状況でした。
ボランティア依頼内容と

ランティアが来られ、活動されています。被災地の一日
も早い復興を願って、神戸市社協も職員の派遣を行いま

しては、家屋内の片づけや倒れてしまっている家具の移

した。垂水区社協職員は7月9日から13日の5日間、熊本市

動や搬出が主な内容でした。

災害ボランティアセンターの応援として業務にあたりま

「ボランティアが来てくれてよかった。本当にありがと

した。災害ボランティアセンターとは、ボランティアを

う。
」というお言葉を依頼者からいただき、改めてボラン

必要とする依頼者とボランティア活動者をつなぐ役割を

ティアの力の大きさを実感しました。

担っています。
熊本へと到着して間もなく、屋根部分をブルーシート

被災地での活動を終え、日常から災害を意識し、準備

で覆っている家屋・傾いてしまっている家屋が目に飛び

を行っておく大切さを肌で感じました。この経験を職員

込んできました。地震発生から3ヶ月が過ぎようとしてい

内で共有し、社協職員として災害に対する備えを行って

た当時の現地は、災害ボランティアセンター収束に向け

いきたいと思います。最後になりましたが、熊本地震で

取り組まれているものの、新規のボランティア依頼は絶

亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りすると共に、

えることがなく、新規ニード受付の電話は常に鳴ってい

被災された皆様の1日も早い回復・復興をお祈りしており

る状況でした。一方で、ボランティア活動者は減少して

ます。

垂水区地域自立支援協議会防災部会
「ヘルプカード」を作りました

Y.I

ることが出来ます。ヘルプカード
は手伝ってほしい人と手伝える人
の「気持ち」をつなぐカードです。

障がいのある人と障がいのある人を支援する団体（障害

平成28年４月から垂水区にお

福祉サービス事業所、支援学校等の団体等）でつくる「垂

住いの障がいのある人や区内の

水区地域自立支援協議会」は、障がいがあってもなくても

福祉サービス事業所を利用して

誰もが住みやすい地域づくりを目指し活動しています。

いる方へ配布を始めています。

この度、垂水区地域自立支援協議会防災部会では「ヘル

もし街中でヘルプカードを提示

プカード」を作成しました。このカードは災害時のみな

された人を見かけられたらお手

らず、通勤や通学等の日常

伝いをお願いします。

生活で困ったときにも周囲
に配慮して欲しいことや手

〈問い合わせ先〉

伝ってほしいことなどを、

垂水区地域自立支援協議会事務局

TEL 078-782-6661 FAX 078-786-0210

分かりやすく適切に説明す

切手・
未使用
古切手
！
大募集

手を
記念切
色々な
も
年
た
昨
まし
ただき
寄贈い

垂

ふ

れ

あ

い

コン サー ト

垂水区社協では、
「イベントサポートわかば」との共催に
より、チャリティコンサートを実施しています。
イベントサポートわかば亀井社長の「有名歌手に来てい
ただき、垂水区の皆さんを元気づけたい！」との思いで年
３回開催し、コンサートチケットの売上げの一部を毎回ご
寄付いただいています。７月は大月みやこさんにご出演い
ただき、満席のレバンテホールからは１曲ごとに大きな拍
手が挙がっていました。
10月23日（日）には、区制70周年・赤い羽根共同募
金70周年記念事業として、佐川満男さんと増位山太志郎
さんをお招きします！来年３月にもコンサートを開催いた
しますので、貴重な機会をぜひお楽しみください。

切手・はがきが眠っていませんか？ 昨年
寄贈いただいた切手はおたよりくらぶや福
祉に役立てられました。書き損じハガキも
お待ちしております。
垂水区役所2階13番窓口までお持ちください。

アンテナショップのご案内
場
時
日

水

所：垂水区役所１階ロビー
間：10時30分～13時30分

程：11月25日（金）
※、12月９日（金）
、
１月13日（金）
※、２月10日（金）
、３月10日（金）
※ロビーコンサートがあります
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区社協だより

たるみ 42号
平成27年度

届け！ とう
ありが
ジ！
メッセー

明日に架けるたるみ応援ハートブリッジ助成
この助成は赤い羽根共同募金と善意銀行にいただいたご寄付を財源に実施しています

特定非営利活動法人

花育ネットワーク協会

乳幼児の子育てに不安を持つ親の
ためのサポートプロジェクトを行い
ました。通りすがりの親子が訪れる
など、孤立しがちな子育て母親のコ
ミュニティづくりのきっかけとなり
ました。

花には水を人には愛を…「心に寄
り添う花育ネットワーク活動」in垂
水を実施しました。助成金を活用す
ることで施設側には昨年度と同じ負
担で、より本数を増やすことがで
き、利用者の方に満足していただけ
る内容になりました。

子育ち家族サポートふるーる

ダンスサークル９９９

NPO法人

ふぉーらいふ

－スリーナイン－
障がい児の余暇充実活動を行いまし
た。親子や仲間と一緒に遠出するとい
う貴重な経験と機会を与えてくださ
り、本当にありがとうございました。
皆さまのおかげで子どもたちの笑顔
を見ることができて本当にうれしく思
います。

ガチャガチャで作る地域の子ども
の支援ネットワークと不登校の子ど
もの中間的就労支援事業を行いまし
た。ガチャガチャをきっかけに、地
域の方とフリースクール（不登校）
の子どもが直接コミュニケーション
をとる機会が得られました。

本多聞ふれあいの
まちづくり協議会

垂水視覚障害者福祉協会
視覚障がい者の福祉・厚生「基礎
から学ぶ料理教室」を実施しまし
た。外出不足の視覚障がい者がこの
行事の為に外出が出来るようになり
ました。

トーンチャイムの購入・講習・認
知症予防・発表会をしました。今ま
で地域の行事に参加のなかった方
が、トーンチャイムの講習会の情報
を友達から聞いたと参加してくださ
いました。

千代が丘
防災福祉コミュニティ

NPO法人

ユニバーサル・スポーツ振興協会
ユニバーサル・スポーツ交流会を行い
ました。健常者だけでなく、普段家に閉
じこもりがちな高齢者、障がい者を簡易
なスポーツを通じて世代間の交流を図り
社会参加を促す事で、地域住民の健康増
進と認知症予防に寄与し、地域の活性化
につながることを今後期待します。

千代が丘サポートカードに基づい
ての要援護者支援（ジャンバー購入）
を行いました。行事にはジャンバー
を着用し活動することで高齢者から
児童まで黄色のジャンバーは安心と
思われるようになりました。

垂水区更生保護女性会

塩屋北ふれあいの
まちづくり協議会

平成27年度兵庫更生保護女性連盟
神戸ブロック研修会を行いました。
助成金をいただいたおかげで参加者
も有意義な研修を受けることができ
ました。この研修会で得た知識を活
かし、安心・安全なまちづくりのお手
伝いをさせていただきたいと思います。

塩屋北災害時要援護者支援の防災
訓練（防災ホイッスル・薪購入）を
行いました。約300名もの方が体
育館に集まり、地域の防災力を高め
ることができました。

たるみ応援ハートブリッジ助成 2次募集を行いました！
平成28年８月27日（土）に「たるみ応援
ハートブリッジ助成」２次募集の公開審査会
を行いました。１次募集の残額615,000円
を上回る応募がありましたが、申請５団体と
もに採択されました。公開審査会や次回の案
内につきましては、HPをご覧ください。
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●お問い合せ●
垂水区社会福祉協議会（区共同募金委員会事務局）
「公募助成事務局」
TEL：708-5151（内線357） FAX：709-1332
Eメール：info@tarumi-csw.or.jp
ホームページ：http://www.tarumi-csw.or.jp/

