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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。

今年も全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります！

あかはねちゃんが垂水区役所にやってくる！

「じぶんの町を良くするしくみ。」－ 地域の福祉活動を応援する共同募金。
　　　　　あなたの募金が、あなたの町をより良くします！

　兵庫県共同募金会のマスコット「あかはねちゃん」をご存知ですか？
手に持っている大きな赤い羽根がポイントです。今年度の共同募金ポスターにも登場しています。

「たるみ生き活き保健福祉フェア」の期間中（10 月 14 日〜 16 日）に区役所にやってくる予定です。
（昨年度、実はこっそり来ていました…）
ちょっぴり恥ずかしがりやですが、垂水区内で会えるのはこの時だけ！？
みなさん区役所に足を運んでくださいね。

垂水区役所ロビーにおいて、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。是非子どもたちの作品をご

　 覧ください。
＜展示期間：平成27年10月6日（火）〜
　　　　　　　　　　　10月12日（月・祝）＞

赤い羽根共同募金　ポスター・アイデア募金箱　展示 !!

あ
か
い
は
ね

Q
A

赤い羽根共同募金はなにに使われているの・・・？

垂水区で集められた募金の７割はじぶんのまち、垂水区内の
福祉活動に役立てられます。
残りは兵庫県内の福祉施設等へ配分されます。

⑥たるみ応援ハートブリッジ助成（1200千円）
公募助成事業　　　8 ページ参照

⑦歳末たすけあい募金配分（2770千円）
・ひとりぐらし高齢者対象の行事
・赤ちゃんホームへ　　　2 ページ参照

①高齢者福祉（860千円）
・ひとりぐらし高齢者ふれあい給食会
・おたよりくらぶ

③児童福祉（148千円）
・夏休みこどもミュージカル
・クリスマスファミリーコンサート

①
11％

④
24％

⑦
35％

⑤
8％

⑥
15％

②4％

③3％

④広報や福祉啓発活動（1851千円）
・区社協だより「たるみ」
・車いす、福祉教育用具
・保健福祉フェア

⑤ボランティア活動（635千円）
・区内のボランティア団体へ
・ボランティアまつりなどの
　イベント

②障害者福祉（191千円）
・たるみアンテナショップ
・発達障害の啓発講演
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今年も「歳末たすけあい募金配分を受けた方々」から、感謝のメッセージ

垂水区共同募金委員会　地区委員のみなさま

昨年12月にひとりぐらし高齢者の方々をお招きし、「年忘れ演芸会」を開催しました。
【模擬バスに乗って〜軍師　黒田官兵衛のゆかりの地を訪ねる】の題目どおり、

会場をバスに見立てて、バスガイドの案内で垂水→明石→姫路城へ到着。
官兵衛・てる・秀吉・おね等が登場し会場を盛り上げました。五色麻呂くんも

登場し、笑い声が絶えないひとときとなりました。

配分金で、アンパンマンカーや積み木、絵本などを購入することができました。赤ちゃ
んの月齢によって遊びや喜んでくれるおもちゃも違ってきます。

まだ、ホームに揃っていないおもちゃを購入できたことで、赤ちゃんたちは喜んで遊
んでいます。

本当にありがとうございました。

○「送ってほしい」「送ってあげたい」どちらでも OK ！
　下記までお知らせください。

○おたより作成に参加希望の方も随時受け付けています。
　活動は月 2 回。参加自由です。

名谷地区民生委員児童委員協議会より

大塚赤ちゃんホームより

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 357）　ＦＡＸ：078 － 709 － 1332

＜平成 27年度＞	 （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 小束山婦人会

 井奥　順子 池部　敬子 上野　康子 𩵋﨑　幸子 宇川　武次
 悦　千代子 大久保　節子 大澤　康子 岡田　悦子 小野　愛子
 懸橋　明美 樫原　彰久 梶山　峰生 加藤　榮子 北村　牧子
 小嶋　綾子 小寺　俊彦 小林　昌夫 真田　利彦 直木　綾子
 中村　仁子 西澤　千代子 西村　かおる 藤岡　隆司 山本　隆英

ご希望いただいた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。あなたもボランティアさんと電話で
ふれあってみませんか？ご希望の方は下記まで。

Thank
you

＊＊＊＊

＊
＊
＊
＊

Thank
you

＊＊＊＊

＊
＊
＊
＊

詳しくは
垂水区ボランティアセンターまでお問い合わせください。

TEL078-709-1333

おたより 希望者募集！

～ RIN・RIN・RIN～

ふれあい電話 RIN・RIN・

RIN

ご自身の声を発信できるお
相手は、お友だちだけでなく複
数人いると、また心が穏やかに
なります。

問い合わせは
078(708)5151（内416）まで！

ひとり暮らし高齢者の方でご希望の方へ
月に 1 度、絵手紙等のおたよりを送ります

〈10月の活動日〉
10月13日（火）10：00〜12：00
10月23日（金）10：00〜12：00
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これから孫をもつ予定の方、すでに孫育てを
しておられる方、孫育てに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、最新の育児の知識が学べます。

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。参
加費は無料です。

星陵台児童館は昭和 54 年に設置されまし
た。当館は星陵台のメイン通り “ サンライズ通
り ” を少し北に入った住宅街に立地していま
す。「こんな所に児童館があるのですね・・」と、
初めて来館された方は皆一様に話されます。

当館では乳幼児期の子育てを保護者に楽しんでいただくことを目的
に、各種の親子館事業を行っています。中でも毎週月曜日と水曜日に
実施する「なかよしひろば」には、多くの乳幼児とママ達の参加があ
ります。2 階の遊戯室には、滑り台やボールハウス等幼児向けのいろ
いろな大型遊具が設置され、まさに室内公園の雰囲気です。１階の和
室は、赤ちゃんが遊ぶ部屋です。赤ちゃんが多数集まると、本当に少
子化の時代なのかと錯覚しますし、その光景はあまりに可愛くて、思
わず笑みが浮かんできます。

参加しているママの中には、幼い時に母親に連れられ当館の親子ク
ラブに参加していた方もおられます。一方、新しくこの地域に転居さ
れてきたママも多く、児童館でのママ同士の交流が子育ての情報交換
に役立っているようです。
「星陵台地域で子育てして良かった。」と

思っていただく一助になれるよう、今後も子
育て家庭への支援の充実に努めていきたいと
思います。

講師　井
い の

上
う え

　淳
あ つ

子
こ

 氏
　　　　（臨床心理士）

未来の笑顔を育てましょう！

孫 育 て 講 座

日時：10月20日（火）13時30分
会場：垂水区役所2階
　　  201会議室

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 362
FAX（078）709-1332
E-mail　tarumi-jido@tarumi-csw.or.jp

児童館紹介 第 6 回　星陵台児童館
星陵台1丁目 1-3　Tel 784-3255
ＨＰ：http://www.eonet.ne.jp/~seiryodai/

垂水区社会福祉法人連絡協議会
垂水区内にある社会福祉法人（保育園・高齢者施設・障害者施設・児童施設）が一同し、垂水区民の皆様が

いつまでも安心して暮らせるよう、住みよい「垂水」を創っていこうと連絡協議会を設立いたしました。
種別にとらわれず連携し、地域の課題解決に取り組んでまいります。

地域福祉ネットーワーカーより
配属になり、早 1 年半が過ぎようとしております。
日々、社協の窓口にはたくさんの方々が訪れ、「こちらで聴いてくださる？」とお話しくださいます。
その中で、「家の中のごみが片づけられなくて・・・」というご本人からの相談を受け、おうちの中の一部

ではありましたが、ボランティアや地域の民生委員さんのご協力のもと、片付けのお手伝いをしました。
他の地域では、ご近所の方々が率先してお手伝いくださったこともありました。
それ以外にも、社協窓口には日々、生活課題を抱えた方がいらっしゃいます。
専門的な「法律相談」や行政の手続きについては窓口のご案内のみになりますが、生活相談については、社

協職員が対応いたします。「ちょっと聴いて・・・。」と気軽に窓口へお越しください。

今後の取組については、
区社協ホームページにて
紹介いたします。
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秋のボランティア講座

垂水区ボランティアグループ
運営費助成のお知らせ

平成27年度

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。
申請書配布：平成 27 年 10 月 1 日（木）より、垂水区ボ
ランティアセンター窓口で配布します。

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？

■助成対象期間
　平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日まで

■申請受付期間
平成 27 年 11 月 4 日〜平成 28 年 3 月 31 日まで
対象・要件がありますので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
この助成は、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。

上限15,000円

　昨年度、「はじめませんか？傾聴ボランティア講座」を修了されたみな
さんが、グループ「ダンボの会」を結成しました。グループ名の「ダンボ」
は、ボランティア同士のお話しをお互いに聴きあうという意味をこめて
名づけられました。
　普段は別々の活動先でボランティアをしているみなさん。２ヶ月に一
度、メンバーさんのご自宅に集まって、活動に関する悩みごとや嬉しかっ
たことを思い思いに話し、情報を共有しています。
　この日は「ボランティア先で、お話しの話題がなくなってしまって…」

というお悩みのメンバーさん。参加さ
れた皆さんがそれぞれ知恵を持ち寄っ
て、お悩み解決に盛り上がりました。
　同じ講座を修了したからこそ生ま
れた、仲間のつながり。お話を伺った
私たちも大いに勇気づけられました。
　ボランティアセンターでは、ボラン
ティアのみなさんを応援しています！

日　時 内　容 講　師

11月5日(木)
13：30〜15:30

学校でのボランティアについて
MOTTOひょうご　事務局長
栗木　剛 氏

11月12日(木)
13：30〜15:30

障がいのある子どもたちへの
サポート

放課後等デイサービス
よりみちくらぶ　北村　淳 氏

11月13日(金）
〜30日(月）

うち2日
体験してみよう（実習）

区内小学校　等
（特別支援学級のサポート など）

12月3日（木）
13：30〜15:30

振り返り・今後の活動にむけて
NPO法人ふぉーらいふ
矢野　良晃 氏

学校ボランティア養成講座

【定　員】20 名
【申　込】10 月 8 日から※先着順
【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）

ダンボの会をご紹介します！
傾聴ボランティアグループ

メンバーのご自宅でお菓子を
持ち寄っています♪

区民スポーツの日・西水環境フェア

垂水区平磯の垂水スポーツガーデン多目的
グラウンドで開催。ボランティアセンターでは
グラウンドにて障害物レースを行います。

障害物レースの内容
・キャタピラ
・タイヤ引き
・竹ぽっくり　他

★他にも色々なスポーツが。是非体験しにきて！

10 月 31 日（土）10 時〜 15 時
垂水区ボランティアセンターに登録の

ボランティアグループの活動紹介冊子、
最新版（27 年度）をご希望の方は、窓
口にて配布しています。

27年度
ボランティアブック完成！

ホームページか
らもダウンロー
ドできます♪

11/13(金)アンテナショップ
＆ロビーコンサート開催！
垂水区役所1F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！ロビーコンサー
トでは、垂水区ボランティアセンターに登録
されている団体・個人のステージで会場を盛
り上げています。是非お立ち寄りください。
出演希望の方も募集中です！

垂水マスターズ・クラブ
「音楽の会」による歌・演
奏♪
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～人と人との繋がりをこれまで以上に大切にしたライフスタイルを～
推進員・コーディネーターの名称が変わりました

・見守り推進員　→　『地域支え合い推進員』
・地域福祉活動コーディネーター　→　『生活支援コーディネーター』

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？

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　13:30 〜 16:00（受付は 15:30 まで）
　　　　　　（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）　

相 談 日　毎月　第 2・4　水曜日（祝日は除く）
相談時間　13:30 〜 15:30
　　　　　　（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）

成年後見制度　事前相談室

介護保険制度が変われば

従来の介護保険制度を続けていると、財政的にも人材的にも苦しくなり、立ち行か
なくなる・・・そんな不安を解消するにはどうしたら？と、国は国民ひとりひとり
の介護保険に対する意識改革を進めています。健康寿命を延ばす自己啓発やご近所
さんとの支え合いを啓発することが大切だと言われています。

現在、「総合事業」に移行することになり、その準備が進められています。これは、
要支援者へのサービス提供をする母体を国から地方自治体へ移行するといったものです。「総合事業」により、生
活を支援することや介護保険の体制整備のために、コーディネーターを全国的に配置することとしました。神戸
市では平成 27 年 4 月より、「地域支え合い推進員」や「生活支援コーディネーター」という名称で、それぞれあ
んしんすこやかセンターと各区社会福祉協議会に配置されています。

　今年度も高齢者が安心して、また生きがいを持って
生活することが出来るグループの結成や育成の支援
を行います。

まだまだ支援します！
コミュニティづくり！！「脳と体の

リフレッシュエクササイズ」

①地域貢献活動 （例）家事支援等

②介護予防促進 （例）健康体操等

③コミュニティづくり （例）趣味の集い・お茶会等

上記の高齢者を含ん

だグループを作る

ご相談はお近くのあ

んしんすこやかセン

ターもしくは区社協

にご連絡を！

コミュニティーサポートグループ紹介

今年2月に発足し、偶数月の第2火曜日にコープ垂
水で行っています。（10月のみ8日（木）、会場は垂水
勤労市民センター3階講習室）

8月は猛暑の影響があり11名でしたが、いつもは
20名ほどの参加があり年齢層も幅があります。
「ボール」や「おじゃみ」を使った脳トレにみなさん

の表情は真剣そのもの。「できなくてもいいんですよ。
できない方が脳が活性化されている証拠。」と言われる
のは代表の矢寺さん。

思わず笑ってしまう
プログラムも取り入れ
ながら、楽しまれてい
ます。会の終わりには、
参加者の脳年齢は○才
若返りの効果が！！

どうぞ、お気軽にご
参加ください。



6

区社協だより 41号たるみ 区社協だより 41号たるみ

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。

善意銀行はこんなところに活かされています

現　金　寄　付

物　品　寄　付

預託するにはどうしたらいいの？

車いす貸出し（無料）
　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。（寄贈分も活用）

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。

歩行杖の交付
　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一人１回限りで交付しています。

杖の種類：アルミ製（伸縮可能）
サ イ ズ：71.5 〜 97.5cm（14 段調節）
重　　さ：約 280 ｇ
申請時には、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。

　昨年度1年間に善意銀行へ預託された寄付（浄財）は1,022,951
円です！！
　それらは、地域団体へ助成され、上記のような取り組みに活用され
ています。

　昨年度、切手・はがきや鉛筆、そして将棋台やタワシなどが寄せ
られ、希望する地域団体へ寄贈しました。

寄付金がプリント Tシャツを作る材料費と
して活かされています。

寄付金でいちご狩りに行くことができ、
喜ばれています。

利用者の絵画教室開催の費用として活用さ
れています。

オリジナル T シャツの作成に活用されてい
ます。

障害福祉サービス事業所などでは ･･･

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  垂水区役所２階
TEL (078)708-5151 善意銀行　垂水

● 現金寄付について

寄　付　者　様

善意銀行より「寄付領収書」発行

善意銀行運営委員会
による審査

一　般　寄　付 指　定　寄　付

指定された施設・事業 区内の各団体・施設

寄　付　者　様

サンキューメッセージのお届け 寄付いただいた年度の年報をお届け

寄付先等のご相談

● 物品等寄付について

寄　付　者　様

善意銀行で寄付物品の詳細を
施設へ通知（募集）

希望施設は善意銀行へ申込み

福祉施設が寄付物品を受領

寄　付　者　様

寄付先等のご相談

古切手大募集中！
あなたの古切手が福祉に役立てられます。
昨年寄贈いただいた古切手は6500円に
なりました。

未使用切手、書き損じハガキのご寄付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。

問い合わせ
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垂水ふれあいコンサート

障がいのある人と障がいのある人を支援する団体（障害福祉サービス事業所、
支援学校等の団体等）でつくる「垂水区地域自立支援協議会」は、障がいがあっ
てもなくてもだれもが住みやすい地域づくりを目指し活動しています。

この度、毎日新聞論説委員の野沢和弘さんをお迎えして講演会を開催します。
野沢さんはいじめや引きこもり、児童虐待・障がい者虐待に長年取り組んできた
新聞記者として、また重度の知的障がい者の子どもを持つ親として、障がいのあ
る人の権利を守る活動に取り組まれています。

平成 28 年 4 月から始まる「障害者差別解消法」を地域のみなさまに知ってい
ただき、誰もが住みやすい地域をつくるために大切なことは何か、野沢さんの体
験に基づく ” 笑って泣ける ” お話を聞き、一緒に考える機会にできればと願って
います。

垂水区社協のホームページが
リニューアルしました！

トップページの項目を整理
し、昨年度より区社協に配置さ
れた地域福祉ネットワーカーを
紹介するページや、企業・事業
所の方々が社会貢献したい！と
思われたときに、検索するペー
ジなども追加して、内容を充実させました。

そして！このたび、「歌」のご寄付をいただき
ました！タイトルは『垂水区社協のうた「満点！」』
です。区社協をより身近に感じていただこうと
ホームページにアップしています。歌詞がとても
あたたかく、応援されるような歌です。ぜひ聞い
てください！そして皆で歌いましょう！

また、垂水区社協の職員ブログも開設しまし
た。毎週月曜と木曜に更新です！職員全員が順番
にその時その時に感じたことをつぶやいています
ので、トップページの右下をクリックしてみてく
ださい。誰が書いたのかは、イニシャルで想像し
てくださいね！

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、年3回チャリティコン
サートを実施しています。

7月は宮路オサムさんにご
出演いただき、コンサートの
売上げの一部をイベントサ
ポートわかばより、寄付の窓
口である「善意銀行」にご寄付
いただきました。

10月25日（日）には山本譲二さんを、来年3月26日(土）に
はキングボーイズさんとなでしこ姉妹さんをお呼びします。

今回の開催と同様、チケットの売上げの一部と、当日、歌手
の方々に募金箱を持って募金を呼びかけていただき、10月
は「赤い羽根共同募金」にご寄付を、また、2月には、ハンディ
キャップを乗り越えて働く、垂水区内の障害福祉サービス事
業所の利用者さんが心を込めて作った商品を発注して、来場

者への手土産としてお持ち帰り
いただいています。

コンサートを楽しむことが社
会貢献につながります！皆さま
のご来場をお待ちしています！
＜10月25日のチケットは完売
しました。＞

場所：垂水区役所１階ロビー
時間：10：30 〜 13：30
日程：11 月 13 日（金）※
　　　12 月   4 日（金）
H28年   1 月   8 日（金）※
　　　  2 月 12 日（金）
　　　  3 月 11 日（金）
※ロビーコンサートがあります

たるみアンテナショップのお知らせ

垂水区社協のホームページがリニューアル！

垂水区社協のうた「満点！」を歌おう！

会場で募金を呼びかけます

「障がいのある人もない人も暮らしやすいまちに」

日　時：平成27年10月24日（土）　13:30〜16:00（開場13:00）
場　所：垂水養護学校　体育館（垂水駅より商大筋を北へ徒歩8分）
参加費：無料
定　員：200名
申　込：①お名前　②所属団体名または住所　③電話・FAXを記入の上、事務局までFAXで
　　　 定員を超えた場合のみ、事務局より連絡します。※駐車場はありません
　　　 ※情報保障あり（手話通訳・パソコン筆記） 車いす席あり

＜問い合わせ先＞
垂水区地域自立支援協議会事務局　FAX078−786−0210　TEL078−782−6661

垂水区地域自立支援協議会権利擁護プロジェクト講演会　　講師：野沢 和弘さん
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平成26年度「たるみ応援ハートブリッジ助成」
ありがとうメッセージ

NPO 法人　子育ち家族サポートふるーる

子育ち家族の居場所づくり
プロジェクト

BRANCH学園都市内で親子のひろば
「Babyガーデン」「Kidsガーデン」を開催
し、延べ1,794名の参加がありました。お
母さん達はリラックスした中で日ごろの
悩みを吐露してもらうことができました。

北舞子第 4 住宅自治会

パイプテントの購入
（高齢者買い物支援）

野菜の販売を月２回、ＮＰＯ法人に
してもらっています。
屋外なのでパイプテントがあるとゆっ
くり買い物ができます。また夏まつり
の模擬店でも活用しています。

舞子ふれあいのまちづくり協議会

倉庫の購入

舞子地域福祉センターの倉庫が古く
なり、雨漏りがあったり鍵が開きにく
かったりしていました。新しい倉庫に
替えたことで整理しやすくなり、きっ
ちり片付くようになりました。

NPO 法人　輝かすみが丘

五色塚おやこ楽農くらぶ

五色山の農園で、親子を対象に、野菜
作りと収穫体験を行いました。参加者
からは「積極的に野菜を食べるように
なった。」「料理に工夫を凝らすように
なった。」という声が聞かれ、食育に役
立ちました。

上高丸３丁目若竹自治会

地域要援護者の支援
（車いすと防災服の購入）

要援護者を支援するために自治会で
防災部を立ち上げ、車いす３台を防災
倉庫に常備できました。災害が起きた
らどうなるだろうと心配されていた要
援護者の方も安心されています。

五色山２丁目南自治会

防災コミュニティ倉庫（自治会館）に
コピー機設置

カラーコピー機を購入できたので、
高齢者の目にも分かりやすく情報の伝
達が早くできるようになりました。
防犯・詐欺事件対策のチラシを作成し
ました。

垂水視覚障害者福祉協会

視力障がい者の料理教室

「自分で作って、それを食べる」それ
は今までに経験したことのない美味し
さでした。また、外出の機会が少なかっ
た人が、これを機会に外出し、気持ちが
晴れやかになりました。

平成 27年度　助成金決定団体
（単位：円）

団体名 決定額 事業名

特定非営利活動法人子育ち
家族サポートふるーる

300,000
乳幼児の子育てに不安を
もつ親のためのサポート
プロジェクト

NPO 法人ふぉーらいふ 215,580 

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　

垂水視覚障害者福祉協会 74,000 
視覚障がい者の福祉・厚生　　　　　　　　　　

「基礎から学ぶ料理教室」　

千代が丘防災福祉コミュ
ニティ

190,000 
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）

塩屋北ふれあいのまちづ
くり協議会

100,000 
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）

花育ネットワーク協会 72,542 
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

ダンスサークル９９９
－スリーナイン－

120,000 障がい児の余暇充実事業

本多聞ふれあいのまちづ
くり協議会

228,200
トーンチャイムの購入・講
習・認知症予防・発表会

NPO 法人ユニバーサル・
スポーツ振興協会

125,000
ユニバーサル・スポーツ交
流会

垂水区更生保護女性会 74,678
平成 27 年度兵庫県更生
保護女性連盟神戸ブロッ
ク研修会

合　　　　　　　　計 1,500,000

平成28年度	赤い羽根共同募金・垂水区善意銀行
「たるみ応援ハート　　ブリッジ助成」のご案内

募集要項は平成28年1月発行    
区民広報紙たるみへ掲載します

問合せ／垂水区社会福祉協議会
（区共同募金委員会事務局）
「公募助成事務局」
TEL 708-5151（内線416）　FAX 709-1332
 Eメール info@tarumi-csw.or.jp
 ホームページ http://www.tarumi-csw.or.jp/

〈垂水区社会福祉協議会	公募助成事業〉

平成27年度

2次募集プレゼンテーション風景♪
平成 27 年

8月29日（土）
明日に架ける

「たるみ応援
ハートブリッ
ジ 助成 」2次
募集のプレゼ
ンテーションを行いました。1次募集の残額
547,878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4団体ともに採択されました。

（注）　太枠内は 2 次募集分です。


