ボランティアセンター より
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平成31年2月1日

北区ボランティアセンター

〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 北区役所6階 TEL 078-593-9910
URL:http://kita-shakyo.or.jp/ Eメールアドレス：vco@kita-shakyo.or.jp

催しました！
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2018年10月24日
（水）
にしあわせの村・研修館にて
「北区ボランティア交流会」
を開
催しました。90名の方々にご参加いただき、盛大な会となりました。交遊亭楽笑さんの
講演、
『ボランティア活動でめざせ！健康長寿〜人とのつながりが若返りの秘訣〜』は手
話を交えて、とても分かりやすかったと参加者の皆様にも喜んでいただきました。
また、限られた時間でしたが、新しい出会いがあったり、他のグループの活動に触れ
て励まされたりと、有意義な時間となりました。
次回開催は

FAX 078-593-9822

・参加してよかったです
・楽しかった・元気をもらいました
・是非継続してください
（アンケートより抜粋）

〜ご参加いただきました皆様、ありがとうございました〜

日時・場所

対象
定員
申し込み

講 座 ： 2019年2月12日
（火）
9：30〜12：00（場所:北区役所7階 大会議室）
見学・体験 ： ① 2019年2月12日
（火）
13：30〜15：30（カトレア鈴蘭台）
② 2019年2月13日
（水）
10：30〜12：30（神港園しあわせの家）
③ 2019年2月18日
（月）
13：00〜16：00（シルバーステイあじさい）

（見学・体験については参加状況により変更になることもあります）
ボランティア活動に関心がある方、これからボランティア活動を始めてみたい方

20名（先着順）

参加費

無料

ハガキかFAX用紙に住所・氏名・年齢・電話番号・希望される見学施設名を記入して北区ボランティアセンターまで。

（2019年1月15日から）

新庁舎の移転に伴
い、ボランティアルー
ムを設置しました。登
録 ボ ラ ン ティア グ
ループの活動支援の
ため無料で貸出しま
す。どうぞご 活 用く
ださい。お問い合わ
せはボランティアセ
ンターまで。

北区地域ボランティア活動
助成のご案内

県民ボランタリー
活動助成申請

北区の登録ボランティア対象の
「北区地域ボランティア活
動助成」
の内容を2019年度から見直すことになりました。
研修会や交流会なども開催し、ボランティア活動の支援
に一層努めていきますので、ご理解・ご協力をお願いいたし
ます。

エントリーが受理された団体は、年間12回の活動を終えられましたら
速やかに本センターまで、交付申請書をご提出ください。

①②の助成は2018年度をもって終了

①ボランティア保険料助成
（2018年度分の助成は2018年3〜4月に実施済み）
②ボランティア活動会場使用料助成
（2018年度分の助成は、2月に対象登録団体に通知予定）

2019年度以降

県民ボランタリー助成等他の助成を
受けていない団体への運営費助成

主な要件 年間6回以上活動・

年間経費3万円以上

※詳細は、2019年3月に登録団体に通知します。
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ボランティア
ルームの貸出を
始めました！

締め切り前は窓口が
大変混雑します。
申請書の提出はお早めに！

（※北神分室でエントリーされた団体は北神分室にて手続きをしてください。)

提出期限は4月1日
（月）
です。ご注意ください。

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
（ボランティア保険）加入のご案内

3月中の手続きを
！
おすすめします！

現在ご加入のボランティア保険は3月31日で終了します。
4月からも安心して活動を進めていただくため、ぜひご加入ください。
2019年度の加入手続きは3月1日から可能です。

※法人の場合は代表者の押印が必要です。

加入費

年間500円
（1名につき）※おつりが出ないようにご準備ください。

保険期間 2019年4月1日
（月）
〜2020年3月31日
（火）

〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 北区役所6階
TEL 078-593-1111
（代） FAX 078-593-9822 URL : http://kita-shakyo.or.jp/

Eメールアドレス：toiawase@kita-shakyo.or.jp

〈北神分室〉〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル2階 北神支所保健福祉課内
TEL 078-981-8870
（代）
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「赤い羽根共同募金」
って知ってる？
北区で集められた募金が北区の福祉の
ために使われているのよ。
自治会などの地域団体や企業・商店・学
校などが募金に協力してくれているの。
わぁ！北区のマップがいちごでいっぱい！

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

6,727,740円 4,609,648円

今年度も赤い羽根共同募金に
ご協力いただき、ありがとうございました。
（平成30年12月31日現在）
募金付き自動販売機も
あるよ

売上の一部が募金になるよ。
すでに北神区民センター、クレ
リ神戸北・北神ホール、にこにこ
ハウス医療福祉センターの4か
所に設置されているんだって。
新たな設置場所も募集中だよ！

地域の様々な活動のために

高齢者のふれあい給食会や障がい者
の交流会など地域
の活動のために使
われているよ！

と
「二郎イチゴ」
の
「赤い羽根」
？
関係って！

障がい者支援施設のために

障がい者支援事業所の運営のた
めに募金が活用されているの。
そのひとつ「野いちごの会」で
は二郎イチゴを使って美味しい
ジャムを作っているよ！

まだ続く！
赤い羽根共同募金はまだ

みなさんと街頭募金も
しました

北区って広いよね〜

「赤」
赤い羽根といえば
といえば
「赤」
北区で
「二郎イチゴ」

北区連合婦人会をはじめ、
たくさんの地域団体や児童
館・福祉施設の方が街頭
募金に協力してくれたよ！

１月から３月は使い道のテーマを決めて募金を集めます。今回のテーマは

「北区の子ども応援募金」。内容は、北区で活動している子育てサークル

受付場所 ①北区役所内6階 北区ボランティアセンター

月〜金曜日 8：45〜17：15
②北神支所 2階 北神分室（北神支所保健福祉課内）
月〜金曜日 8：45〜17：15

印刷・制作

Kita Ward Council of Social Welfare

北区社協だより
神戸市北区
社会福祉協議会

皆様のご参加、お待ちしております。

「ボランティア活動をしてみたいけど勇気がなくて」
と立ち止まっている皆様。はじめの一歩を踏み出してみませ
んか？ボランティア活動の基礎的な知識や技術、心構えを学んで、車椅子介助と白杖体験をします。また、実際に
施設で見学・体験もします。安心してボランティア活動に踏み出せるよう応援します。ふるってご参加ください。
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社会福祉法人

2019年11月12日
（火）
の予定です。

「ボランティア入門講座」のご案内

Vol.

服部プロセス株式会社

や、小中学校で使われる福祉体験セットのために使われます。募金活動は３月
３１日まで続きますのでご協力よろしくお願いします。

北区社協だよりは赤い羽根共同募金に寄せられた募金の一部を活用して発行しています。

1

あなたの「まち」の相談員

地域福祉ネットワーカーです！
！

どこへ相談すればよいのかわからない悩みごとや
お困りごとがありましたら、まずご相談ください。

学校や職場に行けず家に
ひきこもっているけれど
このままでは不安

近所に、家の外まで
物があふれている
家があって、
なんだか気になる

体調が悪くて
仕事を続けていけるか心配・
・
・
これからの生活は大丈夫かな？

息子が働かずに長く
家で過ごしているけれど
どうしたらいいの？

介護や
育児に
つかれてきた

お気軽にご相談ください。
解決に向けてあなたと
一緒に考えます。
「区社協ネットワーカー」
に
ご連絡ください。

神鉄
鈴蘭台駅より

徒歩5分

中高生の居場所、ここにあり‼ すずらんだい児童館

すずらんだい児童館は、平成27年4月から北区南部地区の中高生の活動拠点として、活用されています。中高生が利用しや
すいよう平日・土曜は午後8時まで、日曜は午前10時〜午後4時まで開館しています。
中高生の居場所として、
「中高生カフェ」
と
「学習支援」
を実施しています。その他、バンドグループへの音楽室利用料の補助、
夜間卓球教室やバレンタイン・クッキングなど中高生向けの行事、クリスマス行事でのボランティア体験など、中高生の自分探
しのお手伝いとくつろぎの場所の提供をしています。

中高生カフェ

学習支援

11月より毎月1回夕方から実
施中！コーヒー・紅茶・ジュースと
お菓子で、勉強の合間にほっと
一息しませんか。

中高生への学習スペースの提
供や学習面や受験、面接等のア
ドバイスも行なっています。

問い合わせ先：TEL：078-593-1111
（代） Eメールアドレス：toiawase@kita-shakyo.or.jp

みて！ かんじて！ ひかる！ 感性！

北区社会福祉協議会の相談室が 新しく なりました♪

〜北区障がい者 芸術作品展〜

北区役所の新庁舎に新しい相談室ができました。

北区ふれあいフェスタ 2019

困りごとや成年後見制度について相談できます。お気軽にご活用ください。

心配ごと相談所

成年後見制度の利用手続き相談室

元気なうちに自分の将来、家族の老後を考えませんか
例えば・
・
・
● 父の認知症が進行し、通帳やカードを
よく失くしてしまうので今後が心配だ・
・
・
● 最近、物忘れが多くなった。今まで出来ていた手続きや
金銭管理が、将来一人でできるのか不安・
・
・
● 親が亡くなった後の障がいのある子どものことが心配・
・
・

秘密は守ります。
安心して相談に来てください。
ささいなことだけど、
どこかに相談したい。
話だけでも、聞いてもらえますか？
まずは、話をするだけでもかまいません。
内容や必要に応じて、
他機関の紹介もしています。

成年後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が
不十分な方の財産や権利を守る制度です。
心配ごと相談所

開催時間・場所
事前予約

成年後見制度の利用手続き相談室

本区:毎週火曜日 13：30〜16：00 北区社会福祉協議会
（北区役所6階）
北神:第2・4木曜日 14：00〜16：00 北区社協北神分室
（北神中央ビル2階）
来所相談のみ

毎月第2水曜日13:30〜16:00
北区社会福祉協議会
（北区役所6階）
のみ
来所相談のみ

不可
（先着順）

事前予約可
（当日は先着順）

って？
オレンジカフェ
（認知症カフェ）
オレンジカフェの
「オレンジ」
は、国の認知症対策カラーがオレンジであることに由
来しています。認知症の方はもちろん、家族や認知症について知りたい方、どなたで
も参加できる集いの場です。お茶を飲みながらゆったりくつろげる雰囲気で、認知症
予防プログラムを楽しんだり、専門職による講話や相談なども実施しています。
名称

場所

菊川医院
みなカフェ
たんぽぽオレンジ （藤原台南町1-1-5）

時間

取り組み内容

第1水曜日
14:00〜15:00

地域の方が運営。毎回ケアマネジャーと民生委員が参加し、
一緒にお話したり、相談に応じたりしています。

オレンジカフェ
インクル

NPO法人インクルひろば
（西鈴蘭台駅前公団1階）

第3水曜日
14:00〜16:00

認知症の方や家族の方の憩いの場です。
専門職による介護相談もあります。

ひまわりカフェ

グラン悠遊
（八多町中888）

第3火曜日
13：30〜15：00

ボランティアと専門職が運営。
専門職による相談の他、
ミニ講座もあります。

※申込が必要なところがあります。詳細は、北区社会福祉協議会にお問い合わせください。
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期間

平成31年2月16日（土）〜17日（日）
9時〜18時

イオンモール神戸北 1階さざんかコート
（北区上津台8-1-1）
主催 北区自立支援協議会、北区役所
北区社会福祉協議会
会場

「ほっとかへんネットKOBE・北」
（北区社会福祉法人連絡協議会）
が
福祉何でも相談コーナーを開設します
2月17日
（日）10時〜13時

障害者地域活動支援センター

おばんざい菜

おばんざい菜は
「焼き菓子」
や
「お惣
菜」
、
「ネックレス」
などのアクセサリー
を作って販売しています。小さな事業
所ながらも、みんなで力を合わせて作
るもの一つ一つにこだわりを感じさせ
てくれます。
北区北五葉1-2-3
西鈴コーポラス103
TEL・FAX 078-594-9023

焼き菓子セットが
おすすめ。

「募金百貨店プロジェクト」
にもご協力いただいています！
1/1〜3/20までふれあい商品の売り上げの3%が赤い羽根共同募金への募金
になります。就労支援施設
「ほっとステーションぽてと」
にもご協力いただいて
います。詳しくは北区共同募金委員会まで。

全国から集まったボラ
ンティアの方々

▲

身近な人には相談しにくいことを、
聞いてもらいたい。

障がい福祉サービス事業所を紹介します！

平成30年7月に発生した西日本豪雨災害は、神戸市のみならず、各地で甚大な被害を及ぼしました。
中でも隣県の岡山県ではその被害は大きく、復旧に向けて、ボランティアと支援を求めている住民をつ
なぐ
「災害ボランティアセンター」
が岡山市東区に設置され、本会も職員を2名派遣し、運営支援をおこな
いました。
関わった全ての方のメッセージを集めて作られた
「つながりの木」
が、復興に向けての心を表すシンボル
になりました。
北区でも大規模災害時には、災害ボランティアセンターの設置が検討されます。日頃から地域の人たち
とのコミュニケーションを大切にし、つながっていくことが災害時に大きな力に変わり、減災にもつながり
ます。

つ なぐ

ボランティア

災害ボランティア
センター

平成30年7月西日本豪雨災害 北区の義援金総額

支援を求める住民

152,513円の募金が集まりました。
ご協力いただきありがとうございました。
▲つながりの木

3

