区社協だより

43号

たるみ

平成29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

区社協だより
「たるみ」
は、赤い羽根共同募金配分金をもとに、発行しています。

〒655-8570 神 戸 市 垂 水 区 日 向1-5-1
（垂水区役所2階）
TEL：078-708-5151㈹ FAX：078-709-1332
http://www.tarumi-csw.or.jp/

赤い羽根共同募金にご協力お願いいたします
10月1日～3月31日

平成28年度
募金額

（一般募金は12月31日までです）
今年も10月1日より赤い羽根共同募金運動が
始まります。
みなさまからお預かりした募金は、垂水区の
福祉に役立てられています。

10,865,009円

みなさまのあたたかいご協力ありがとうございます。
昨年はこのように使われました
ふれあい給食会活動

児童館イベント事業

ひとりぐらし高齢者を対象とし

垂水区児童館・学童保育コーナー

たふれあい給食を実施する区内

の24ヶ所に、ボランティアセン

３８の団体に地域の子どもや障

ターに登録のある団体などを講

がいをお持ちの方と交流する活

師として派遣し、児童に対しての

動へ助成を行いました。

多彩な活動を支援しました。合計1,071人の参加がありました。

ハートブリッジ助成

ボランティア活動助成

地域の団体から、地域福祉に寄

垂水区内で継続的にボランティ

与する先進的な事業提案を募集

ア活動を行っているグループの

し、公開の場で審査し、採択さ

運営支援を目的として、61団体

れた事業に対して助成を行いま

に助成を行いました。

した。

期間拡大
の報告

ポスター・アイデア
募金箱を展示します

昨年度から募金活動期間が３月末ま
で延長になりました。
28年度は「居場所」をテーマに、

垂水区役所ロビーにおいて、区内の小・中学生

チャリティ映画会（藤山直美さん主演

が製作した共同募金運動啓発作品展を今年も開催

『団地』）の開催や、居場所づくり実施

します。力作ばかりです。ぜひご覧ください。

団体とクラウドファンディング等を活

■ 展示期間 ■
平成29年10月3日（火）～10月9日（月・祝）

用した募金活動を実施しました。
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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！
平成２８年度の歳末たすけあい募金は、区内の住民交流事業を行った地区民生委員児童委員協議会１９地区、赤ちゃ
んホーム６事業所に配分しました。配分を受けた赤ちゃんホーム、地区民児協より、「ありがとうメッセージ」を頂いて
おります。今号では、塩屋地区民生委員児童委員協議会、岩崎赤ちゃんホームのメッセージをご紹介いたします。
（なお紙面の都合上、一部編集・要約しています。）

●塩屋地区民生委員児童委員協議会
年忘れ交流行事を開催！
塩屋はお年寄りが多く住んでいる地区ですので、平成２８年１２月１９日に塩屋地
域福祉センターと塩屋北地域福祉センターの２会場で年忘れ交流行事を開催しました。
塩屋会場

人形劇が新鮮で楽しく、参加の方も盛り上がって素敵なひとときでし

た。福引も皆様楽しんでいただき、笑顔と「ありがとう」
「楽しかった」という言
葉に一同ほっこり、やさしい気持ちになりました。
塩屋北会場

人形劇の一コマ（塩屋地区）

毎年恒例となりました地元の小学生による歌やリコーダー演奏を楽し

み心温まるひと時となりました。福引も好評でした。
年忘れ交流行事ご欠席の方、給食会に参加されていない方にも、安否確認をかね
て、後日プレゼントのゴミ袋をお届けしました。久しぶりにお会いする方もおり、
配布物のゴミ袋に「とても助かるわ―」と喜んでもらいました。
お年寄りに喜んでもらうことができ、ありがとうございました。

●岩崎 赤ちゃんホーム

子どもたちのリコーダー演奏（塩屋北地区）

絵本とおもちゃの購入に
長年の保育で絵本とおもちゃが傷んでいたので、新しく絵本とおもちゃを買いまし
た。購入にあたり保育士一人ひとりが年末年始にかけて、どんな本を購入すれば、子
どもたちが喜んでくれるかを考えました。
そんなこともあって、思い入れのある絵本のお話を、子どもたちに読みきかせると
きはわくわくしました。相談して買った新しいおもちゃにも反応がよく、喜んで遊ん
でいました。
絵本とおもちゃを購入することができ、ありがとうございました。

■募金活動のようす
10月1日のオープニング街頭募金をスタートとして、区内１１か所で街頭募金を行い、延べ
２３７名の方が街頭募金にご協力くださいました。
道行く方が足を止めて募金にご協力してくださり、募金活動にご協力くださった方・募金して
くださった方双方に「笑顔」で会話をする様子が多々見られ、寒い時期での募金活動ではありま
したが、ホッと心温まる活動でした。
募金にご協力くださいましたみなさま、街頭募金にご協力くださいましたみなさま、また、街
頭募金活動場所の提供にご協力くださいました店舗・施設等の関係者のみなさま、本当にありがとうございました。

垂水区共同募金委員会

地区委員のみなさま

【平成29年度】

（順不同・敬称略）

舞子婦人会

垂水婦人会

東舞子婦人会

乙木婦人会

多聞南婦人会

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

福田婦人会

高丸婦人会

塩屋婦人会

多聞台婦人会

神陵台婦人会

本多聞婦人会

井奥 順子
池部 敬子
上野 康子
魚﨑 幸子
悦 千代子

大久保 節子
大澤 康子
岡田 悦子
小野 愛子

懸橋
梶山
加藤
北村

黒田
桑村
小嶋
小寺

小林
佐藤
真田
直木

明美
峰生
榮子
牧子

2

美子
清一
綾子
俊彦

昌夫
清
利彦
綾子

小束山婦人会

中村
西澤
西村
藤岡

仁子
千代子
かおる
勝巳
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垂水区児童館紹介

第8回

舞子児童館

無料

孫とどうつきあうの？

（住所）神戸市垂水区西舞子7丁目30−3
HP：http://www.eonet.ne.jp/~maiko-jidokan/

孫と関わる場合のお悩み解決の
ヒントとなる講座を、開催します。

山田川沿いにある「舞子児童館」
。
たくさんのお友達が毎日児童館まで遊びに来てくれます。午前中
は親子登録制のすこやかクラブやキッズクラブがあります。体操や
製作をしたり、親子で近くの公園に遠足に行ったりクッキングをし
たり、子どもだけでなく保護者の方々も楽しく過ごしています。自
由参加の「なかよし広場」は、０歳～就学前の親子が来館します。火・
金曜日は専用の玩具を出し、11時からは体操・手遊び・絵本・製作・
親子体操などが始まります。一度来てみてくださいね。
午後からは学童の小学生が学校から帰ってきます。
「今日のおやつ
は？」と楽しみにしている子ども達。小学生のお友達も一緒に遊ん

孫育て
講座

これから孫を持つ予定の方、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
素敵な家族づくりのお手伝いをします。ぜひみなさま
の参加をお待ちしております。参加費は無料です。

（ ご都合の良い日1つをお選びください ）
4回とも同じ内容です。

あり、お年寄りや地域の方と交流をし

①10月16日 月／②11月2日 木
③11月21日 火／④12月1日 金
13時30分～15時30分
場所 垂水区役所2階 201会議室

ながらハンドベル演奏を聴いてもらっ

講師

だり製作をしたりもあります。地域の方が「将棋」や「オセロ」を教
えてくれる日もあります。近くの施設や福祉センターなどから依頼が

たり、一緒に食事をしたりもあります。

びに来てくださいね。お待ちしてい
ます。

無料

対
日
場
出
申

ンサート
集
参加者募

ーコ
ファミリ

往復はがきに参加者の住所と全員の氏名、子の年齢、電話番号、
席数（3歳以上の人数になります）をご記入の上、下記まで
〒655−0002 神戸市垂水区小束山5丁目868−614
小束山児童館「垂水区児童館ファミリーコンサート」係

小束山児童館では、発達がゆっくりなお子さん
とその保護者の方が、“ ホッ”と一息つける居場所
「J-Cafe」開催しています。お気軽にお越しいただ
き、リラックスしたひと時をお過ごしください。

毎週木曜日

13：00～14：30

“ほっとかへん”
でつながるネットワーク

（垂水区社会福祉法人連絡協議会）

「地域福祉ネットワーク事業」は、いまの制度やサービスだけでは解
決しきれない福祉課題について、地域のみなさんや専門機関と一緒
になって解決に向けて取り組んでいく事業です。
◉どんなことをするの？
①相談の受付…本人や家族、地域の「気づき」を受け止めます
②課題解決に向けた取り組み…専門機関や地域の方々と連携します

まずは
社協へ
相談！

③地域の取組の支援…助け合える地域づくりをお手伝いします

孤独？

こ

ほっとかへんネット
たるみ

ひとりぼっちで困っている人はいませんか？

生活困窮？

つ

【☎078−795−4789】

地域福祉ネットワーカーだより

引きこもり？

あ

淳子 氏（臨床心理士）

J-Cafe開催しています

象：乳幼児親子500人
時：11月21日（火） 10時30分～11時30分
所：垂水勤労市民センター レバンテホール
演：リズム戦隊ママレンジャー♪
込：10/7（土）申込締め切り

例えば…こんな時にご相談を…

い の う え

井上

電話・Eメール・FAX・窓口で受付。
講座名、
住所、
氏名、
電話番号、
参加動機
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

屋根のある公園と思って気軽に遊

垂水区児童館合同行事

日時

現在、ほっとかへんネッ
トたるみでは、ベルデ名谷
でのふれあいオープン喫茶
の定期開催をはじめ、施設
独自でも、地域に合わせた
様々な社会貢献を行ってお
ります。
今年度も、新規事業に向
けて準備を進めております。
介護・子育て…お困りのこ
とがございましたら、お近
くの社会福祉法人にお立ち

病気？

寄り、ご相談ください。

相談内容に合わせて、職員一同親身になって対応します。
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ハート

秋のボランティア講座

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

《学校ボランティア養成講座》

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

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？
容

講

師

11月7日（火）
13:30～16:00

学校でのボランティアについて

神戸ライトセンター運営協議会
代表 海士 美雪 氏

11月16日（木）〜11月27日
（月）
の内の1日（土日祝日を除く）

体験してみよう（特別支援学級サポート）

区内小学校

11月28日（火）
13:30～16:00

特別支援学級の活動・発達障がい児との関わり方・
今後の活動について

特別支援教育課 こうべ学びの支援センター
指導主事 岡本 美奈子 氏

定 員：25名
締 切：10/25（水） ※申込多数の場合は抽選
会 場：垂水年金会館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）
申込・問合せ：垂水区ボランティアセンター TEL 078−709−1333

たるみ ア ン テ ナ ショップ
垂水区地域自立支援協議会及び垂水区社会福祉協議会では、垂水区内の障がい福祉サービス事業所の
製品販売を原則月１回区役所1 階ロビーにおいて開催しています。
かわいい小物、おいしいお菓子、新鮮な野菜など、障がいのある方が
こころをこめて作りました。ぜひお立ち寄りください。

■ たるみアンテナショップ

各日とも
10時30分
▼
13時30分

今後の開催予定

11月10日
（金）
／12月15日
（金）
１ 月19日
（金）
／２ 月16日
（金）
／３ 月16日
（金）

ふれあい電話
・
・
RIN RIN RIN

健康寿命をのばしましょう♪
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

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、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。限られた時間の中で、
「明るい気持ちになってもらいたい」と
いうお気持ちで電話されています。
「今日は少し様子が違う」と感じられ
たときは、直ぐどなたかに相談するように利用者さまの背中を押してくだ
さっています。

た体操付きDVDをお渡しします。
（個人の方へはお渡ししておりません）

らの喜びの声が届きま
者さまか
した
用
利
木曜日の電話を
心待ちにしています。

お友だちが増えたような 安否確認をして頂ける
気持ちになります。 ことはくらしの安心です。

4

で
交流会
ティア
ボラン
♪
す
ていま
体操し
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垂水区の「地域づくり」を話し合う場を 「協議体」を開催しました
昨今、垂水区でも高齢化がすすんでおり、今では4人に1人は65歳以上です。
福祉の担い手も少なくなってきているなか、高齢者の生活を支える仕組みづくりと同時に、高齢者自身の積極的な社会
参加や、健康寿命（※）を延ばす取り組みが求められています。
※健康寿命とは、介護を受けたり、病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる期間のこと

協議体とは…
地域住民が支え合う地域づくりを進めることを目的として協議を行う場です。
高齢者の生活に関する情報共有や、関係者のネットワークづくり、新たな資源開発を行います。
会議のメンバーは地域住民組織の代表、ほっとかへんねっとたるみ（垂水区社会福祉法人連絡協議会）、コープこうべ、
ＮＰＯ法人、あんしんすこやかセンター、行政などです。

平成29年度 第1回協議体を8月2日（水）に開催しました。
今年度の目標
１．身近な場所に誰でも参加できる居場所を増やす
２．居場所づくりや生活支援のための活動を周知する
居場所の分布地図を見ながら、
「居場所がある地域とない地域、その理由」
「居場所を立ち上げるために必要な支援・要素」など、意見交換を行いました。
出た意見
居場所がある地域

居場所がない地域

新しく立ち上げるために必要な支援・要素

・坂や階段がなく、高齢者が歩きやすい

・外出しやすいので近くで集まる必要性

・住民ボランティアのリーダーを探す

地域

がない

・居場所を立ち上げようとする住民ボラ
ンティアがいる

・居場所へ出向く手段が確保されている

・集まる場所があっても、バス停から遠
いなど不便

・地域福祉センターや集会所が活用しや
すい

・近隣住民の理解
・助成金や支援などの周知、使いやすさ

・高齢者が多い地域は、住民ボランティ
アも高齢化している

みなさんの家の近くに安心できる居場所はありますか？ 「立ち上げてみたい」
「使っていない場所があるよ」というお声
をお待ちしております。区社会福祉協議会やお近くのあんしんすこやかセンターへご相談ください。

垂水区居場所分布地図

（

）

区社協が把握している

居場所を記載

私たちが考える居場所とは…
・誰もが参加できる
・地域とのつながりをもつことができる
・地域住民が主体的に運営
・参加費は実費程度

☆
〇
□
◆
△

民生委員制度創設100周年

地域福祉センターなどの拠点施設
喫茶・食事
趣味活動
運動・体操
場所はあるが活用できていない

支えあう 住みよい社会 地域から
5
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善意銀行【金品の寄付と払出し】
あなたのキモチをカタチに

区社協では、皆様からお預かりした善意の寄付金品を垂水区内の地域福祉向上のために役立てる「善意銀行」を運営し
ています。
（TEL：708−5151

寄付の内訳

金銭口座

FAX：709−1332）

…寄付金をお預かりします。

〇お祝い事や香典のお返しに代えて…
〇結婚記念日、誕生日、会社の創立記念日などの記念に
〇チャリティイベントの収益の一部を…
物品口座

…受取先との調整が必要になりますので事前にご相談ください。
（お預かりできない場合があります。）

〇預託された物品例
・車いす（新品）・毛糸・端切れ
・手作品（アクリルたわし、カードケース、きんちゃく、エプロン）
※食料品、中古衣料はお取扱いしておりません。
◇善意銀行への寄付金は、所得税や法人税の優遇措置が受けられます。
◇寄付された方のお名前は、広報紙KOBE垂水区版に掲載いたします。（希望者のみ）

歩行杖の交付

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、一人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
 申 請時には、垂水区在住、年齢がわかる証明書
（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。
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」

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」

ブ
ドライ
ご家庭に眠っている食料品はありませんか？
フード
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

手
手・古切
切
用
未使
ハガキ
じ
損
き
書

る福祉団体や施設に寄付します。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。

！

大募集

募集期間
回収場所

10月11日（水）～10月13日（金）10時～15時
レバンテ垂水2番館2階中央階段付近（区役所庁舎内）
※たるみ生き活き保健福祉フェアの会場内で受け付けます。

切手・はがきが眠っていませんか？ 昨年寄贈いただい

問い合わせ

た切手はおたよりくらぶや福祉団体助成に役立てられまし
た。書き損じハガキもお待ちしております。
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 水区社会福祉協議会・垂水区ボランティアセンター
垂
電話 709−1333
ホームページ http://www.tarumi-csw.or.jp/

区社協だより

たるみ 43号

社会福祉法人制度が変わりました！
地域の福祉ニーズが多様化・複雑化しており、垂水区社会福祉協議会をはじめ社会福祉法人は、
公益性と非営利性をもった組織として、福祉サービスの中核的な役割を果たすために、平成29年4
月1日より、これまで以上に運営の透明性を確保することや経営組織の内部規律の強化を図る取り
組みを進めています。

1

垂水区社協における各機関の役割

経営組織の内部規律の強化

評議員選任・解任委員会
（監事1名・事務局員1名・外部委員1名）
評議員の選任・解任

理事・監事・評議員の権限・義務・責任の明確化
評議員を選任・解任する委員会設置ほか

評議員会
（議決機関）

２

定款変更、決算承認等
の議案提出

事業運営の透明性の向上と
財務規律の強化

議案等の調査報告
理事の選任・解任

理事会
（執行機関）
執行状況の報告

選任・解任

職務執行・決算書類の監査

監 事
（監査機関）

理事長（会長）の選定・解職

・計算書類及び現況報告等のインターネットによる公表
・監事に「財務管理について識見を有する者」と「社

理事長（会長）

会福祉事業の経営に識見を有する者」を選任ほか

３ 地域における公益的な取組を実施する責務
社会福祉法人に地域における公益的な取組の実施を責務として規定。垂水区においては、
「ほっとかへんネットたるみ」（垂水区社
会福祉法人連絡協議会）を設立し、地域貢献事業を積極的に展開。

平成29年度事業

元気なうちの税務相談

要予約

！（定員
になり
次第〆
（お一
切りま
人様30
す）
分以内
：4名ま
で）

垂

～終活・相続・遺贈寄付～

平成29年 10/18 水、11/15 水、12/20 水
平成30年 1/17 水、2/21 水、3/28 水

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」との共催で、

「終活を始めたいけど、どうすればいいのかな…」
そんな疑問を持たれたことはありませんか？
垂水区社会福祉協議会では、８月より月１回相談日を
設けています。
【実施予定日時】

水

年３回チャリティコンサートを開催しています。
イベントサポートわかばの亀井代表は「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

相談対応者
浜口税理士

寄付いただいています。７月のコンサートでは、神野美伽
さんにご出演いただき、皆さんの熱い気持ちのこもった声

の13：30～15：30の間

援に神野さんも涙を流して熱唱くださいました。10月８日

前日の午後5時までに電話
（078−708−5151＜内線362、416＞）
にて予約要

（日）には、田川寿美さんを、来年３月には、宮路オサムさ
ん、角川博さんをお招きしコンサートを開催いたします。
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平成28年度 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。垂水の福
祉向上に役立つ事業を公募し、公開審査により助成団体と金額を決めています。平成24年度より
実施している全国的にも先駆的な取り組みです。

おしゃべりサロンほっこり

しんわだい文庫

生活支援サポーター養成講座受講
後に立ち上げた住民主体の支え合い
活動サロンを運営するにあたり、ガ
ス給湯器や冷蔵庫等、環境を改善す
る商品を購入できました。参加され
た方が
「楽しかった」
「ほっこりできた」
と感じて頂ける居場所を目指します。

移動式書架や絵本 等を購入する
ことができました。これからもっと
「本」好きの子どもたちが増えて欲
しいと思います。また、子どもたち
の「居場所」としても、心地よい環
境を整えることができました。子ど
もたちの笑顔が溢れています。

神戸市重度心身障害児
（者）
父母の会垂水支部

松風台猫倶楽部
松風台地域の猫の去勢手術がで
きました。今 回でオス6匹・メス4
匹計10匹去勢手術ができ、猫の風
評 被害が 少しずつですが 好 転しつ
つあります。猫 たちが 松 風台地 域
でいのちを全うしてくれれば…と、
願っております。

会創立50周年を記念して、過去
の 活 動を振り返り、そ の記 録を後
世に残すために小冊 子を 発 行しま
した。
助成 金を頂けたことを励みに古
い記録や写真の編集ができました。

舞多聞ふれあいのまちづくり
設立準備会

わんから
三線セット・紅型衣装を購入し、
音楽 を楽しみながら、平和を語り
継ぐことやトークセッションを行い
ました。大 人 だけで なく小 学 生や
高 校 生 等、世代を 超 えた 人々と平
和の 大 切さ、命の尊さを共に考え
る時を共有できました。

ニュースレターを発行いたしました。
また、
（一社）舞多聞エコ倶楽部、
（特非）
こどもコミュニティケアと共に、もち
つき大 会を開催し、ふれまち設立活
動を舞多聞の全世帯に向けて周知で
き、大きな一歩となりました。

特定非営利活動法人ポポロ

垂水視覚障害者福祉協会
視覚障がい者を対象とした「基礎
から学ぶ 料理 教 室 」を実 施しまし
た。料理は視覚障がい者にとっては
「 敷 居が 高 い」と 思わ れ が ち で す
が、やってみると意 外にも 身 近な
ものに感じられ、私 たちに 新しい
世界が開けています。

クッキーを劣化しないように保存で
きる機械「オートドライ」を購入したこ
とにより、ポポロの利用者たちが、一
番 得意で大 好きな仕事の「クッキーづ
くり」に一層自信が持てるようになりま
した。これからもクッキーの種類や数
を増やし販売していきたいと思います。

千代が丘防災福祉コミュニティ

垂水小学校育成後援会

夏用ユニフォーム（ベスト）を要援護
者支援に結びつくような行事開催の際に
着用し、要援護者と地域住民との信頼関
係育成に努めた。ジッキー・ＡＩマップ
も購入しました。災害時の地域のつなが
りを強める工夫を考え、地域で支え合え
るまちづくりに邁進していきます。

新しく楽器（トランペット）やユニフォー
ムを購入しました。劣化の著しい楽器と
の入替え等により音楽隊の演奏が向上し
ました。垂水小学校の音楽隊の歴史は
55年と長く、垂水の町をより愛してい
ただける一要因として演奏活動を頑 張
り、地域福祉に貢献していきます。

平成29年度募集

塩屋北ふれあいの
まちづくり協議会

プレゼン風景♪

平成29年7月22日
（土）明日に架ける「たる
み応援ハートブリッジ助成」のプレゼンテー
ションを行いました。募集金額1,200,000
円を上回る応募がありました。星陵高校生徒
会ほか、審査員のみなさまには本当に必要な
経費について審議をしていただき、申請8団
体の内7団体が採択されました。

災害時要援護者支援事業の強化
を進めるため、コンサルタントから
のアドバイスを受けました。方針決
定等自らで取り組んでいけるように
助言を参 考にし、地 域の防災 力を
高める努力を続けます。
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