
28年度のチューターボランティア活動の様子28年度 親子工
作教室の様子（

桂木児童館）

28年度 出前児
童館の様子（八

多町中公民館）
 29年度「みんなのごはん」の様子（山田ふれあい会館）

児童館の親子館事業や出前児童館

●活動をして
嬉しかった・感動した
事は何ですか？
はじめは、人見知りをし
ていたお子さんが、だん
だんと慣れ、落ち着いて
できる事が増えて成長
を感じられたときです。

●新たにボランティア活動
をはじめる方へのメッセージがあれば教
えてください。
お子さんが好きで一緒に成長できれば
と思い、自然体で無理せずに取り組め
ば楽しくなってきますよ。

印刷・制作　服部プロセス株式会社

56Vol.
平成29年7月1日

北区ボランティアセンター 〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台西町1-25-1 北区役所5階　TEL 078-593-9910　FAX 078-593-9822　
URL:http://kita-shakyo.or.jp/　Eメールアドレス：vco@kita-shakyo.or.jp

福祉機材の貸出 ボランティアセンターからの
ひとこと

県民ボランタリー
活動助成

特別支援学級でボランティアを
してみませんか？

自然体でお子さんとふれあう活動をしています
学校・特別支援学級の
ボランティア（花山小学校）

はじめまして4月からボランティアセンターの担当になり
ました浅川（あさかわ）と小財（こざい）です。まだ勉強中です
が、地域のみなさんと楽しく関わっていければと思います。
ボランテイアセンターへお気軽にお越しください。

助成を受けるには、北区ボランティアセンターに登
録しているボランティアグループで、ひょうごボラン
タリープラザが定める要件を満たす必要があります。
まず事前申し込み（エントリー）を行い、その後申請
要件を満たした段階で改めて助成申請を行うことに
なります。

おひとり暮らしの高齢者の中には様々な事情により、外出できずお話を
する機会が少ない方や、気軽にお話しする相手がいない方もいます。そん
な方のために安否確認を兼ねてお電話で近況をお伺いする活動です。

区内での福祉体験学習、障がい
者や高齢者等への理解を深めるた
めに様々な福祉機材の貸出（無料）
をしています。予約が必要となりま
すので、上記までご連絡ください。

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。

ボランティア募集

社会福祉法人 神戸市北区社会福祉協議会
〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台西町1-25-1 北区役所5階
TEL 078-593-1111　FAX 078-593-9822
URL :http://kita-shakyo.or.jp/
Eメールアドレス：toiawase@kita-shakyo.or.jp

60Vol.
平成29年
7月号

北区
社会福祉協議会は

こどもの居場所づくりを
応援します!!

子どものすこやかな育ち、そして、子育て世代のお母さん・お父さんの育児不安の解消の
ためには、住んでいる地域の中にあたたかい居場所が必要です。
北区社会福祉協議会は以下のような活動を通して、子どもたちや子育て世代の居場所
づくりを応援します。

ボランティアセンター より

14

すずらん電話 利用者募集すずらん電話 利用者募集
北区在住の65才以上のひとり暮らしの方
75才以上の高齢者のみの世帯の方（緊急連絡先になってくださる方が必要です）
月曜日・金曜日　14：00～16：00のうちの10分～15分程度

対　象
（原則）
日　時

・法人格をもたない団体（5人以上）
・1年間に12日以上の活動を行っている
・助成対象経費が6万円以上ある
1グループあたり上限3万円
（年度により変更あり）
平成29年7月3日（月）～8月31日（木）
※エントリー書は北区ボランティアセンター
　にあります
平成29年11月1日（水）～
平成30年4月2日（月）
※対象活動実績は平成29年4月1日～
平成30年3月31日までとなります
詳しくは、北区ボランティアセンター
までお問い合わせください

助成対象

助成限度額

その他

エントリー
申請期間

助成
申請期間

●貸出機材：車いす、アイマスク、点字版、
　疑似体験セット（高齢者、妊婦）

ボランティアが
お話し相手に
なります

すずら
ん

電話っ
て

何？

おひとり暮らしの方は想像以上に寂しさや不安を抱えているのだなと考え
させられました。何度か連続してお電話が繋がらない場合は緊急連絡先に
連絡をしています。それが安心につながっていれば嬉しいです。
お気軽に、北区ボランティアセンターまでお問い合わせください。

担当者
コメント

ご利用のきかっけは？
自分はひとり暮らしなので退院後の暮らしに不安があった。自分には明日
の朝がくるだろうかと心配だった。その不安をケアマネジャーに相談したら
紹介してくれた。
すずらん電話を利用した感想は？
世間話などで話が広がり、屈託のない会話ができている。充実した生涯
を送るには会話が増えるのは良いことだと思う。ボランティアさんは会話
の引き出し方が上手で話がしやすい。仕事を引退すると情報が少なく、
孤立感がある。イベントの情報があれば外へ出かけるきっかけになるの
で教えて欲しい。

利用者の声
Q

A

Q
A

学校・特別支援学級
での支援が必要な
ゆっくりとした発達
の児童の付き添い・
見守りなど

初めてだけど「やってみ
たい」と思われた方は北
区ボランティアセンター
までご連絡ください。

★週1回程度・
　曜日など応相談

寄り添い
ボランティア

●依頼をされた理由は？
児童へのきめ細かな関わりのためにボランティアさ
んの力が必要です。多くのボランティアさんとふれ
あうことで児童の健やかな発達にもつながります。

●活動・支援の具体的な内容は？
児童の見守り、教室移動への付き添い、畑での活動や運動場での
見守り、給食を一緒に食べる、調理実習で楽しく料理や菓子を作る
など、児童に寄り添いながら見守っていただく活動です。

●資格などは必要ですか？
資格は特には必要ありません。児童を温かく見守っていただきたいです。

●ボランティアさんがいない日の児童たちの様子は？
少しさみしそうな感じがします。それだけ信頼関係を築けているとい
うことですね。

先生への質問 ボランティアさんへの質問

地域の活動を通して 児童館の活動を通して

児童館は午前中、乳幼児
と保護者が楽しく過ごしな
がら仲間づくりができるよ
う、様々なプログラムを実
施しています。また、児童
館に来館しにくい地域に
出向き、集会所等を利用し
た「出前児童館」を実施し
ている地域もあります。
※プログラムの詳細は各児童
館にお問い合わせください。
（児童館一覧はHPにて掲載）

中高生の居場所づくり
中高生世代の居場所づ
くりとして、フリース
ペースの提供、中高生
事業の実施、サークル
活動の支援をすずらん
だい児童館で実施して
います。また、「チュー
ターボランティア活動
拠点事業」として中高
生の学習支援や生活面
のアドバイス等も実施
予定です。

こども食堂
こども食堂や学習
支援の立ち上げの
お手伝いや継続的
な実施に向けての
支援を行います。
また、北区こども
食堂情報交換会を
通して、実施団体
同士の横のつなが
りを深めます。

こども未来事業
北区こども未来事
業への助成を通し
て、子どもたちの
地域の中での居場
所づくり、子ども
たちや子育て世代
と地域の方々との
顔の見える関係づ
くりをお手伝いし
ます。
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①気づく・知らせる ②面談

③連携 ④つなげる

子どもに、
学校に行ってほしい。
でも一人では
どうしたらいいか
わからない。

ボランティアのあと、
大沢中学校有志の皆
さんには、きたきた!
元気体操を発表
いただきました。

北神戸中学校より、
たすけ隊の皆さんが
各コーナーの運営に

協力して
くださいました。

泉台児童館の
よさこいチームの
皆さんは、

授産商品の販売を
お手伝いして
くださいました。

ひきこもりに関す
る相談の一例

あなたの周りに日々の生活の中で不安や悩みを抱えている人はいませんか？
地域福祉ネットワーカーは、あなたの“気づき”を受け止めて、地域の皆さんが安心して暮らせるようお手伝いします。

「善意銀行」とは・・・皆さまから寄せられた善意の金銭・物品を預託という形でお預か
りし、福祉の増進を目的に地域社会へ還元しています。
皆さまからお預かりした善意の寄付金（香典やバザー収益の一部等）は歩行杖の交

付や北区内の障がい者・児童福祉施設等の活動支援のために活用しています。

有野コープ委員会、大西義一、長永敬子、北区連合婦人会、勝山浩一、こうべえんじょいクラブ、尻池信徳、鈴蘭台東コープ委員会、鈴蘭台
婦人会、中邑三郎、北神仏教会、ボランティアサークルこすもす、森安正也、わくわくカーニバル北神、匿名、募金箱設置協力団体数58箇所

～ご寄付が役立てられています～　北区小・中学校なかよし交歓会への助成
「北区内の特別支援学級児童・生徒が集まり、歌やゲーム、福祉施設のパフォーマンスを通して楽しいひとときを過
ごし交流することが出来ました。ありがとうございます。」と感謝の言葉をいただいております。

4月17日（月）「神戸市北区社会福祉法人連絡協議会（愛
称：『ほっとかへんネットKOBE・北』）設立総会」が特別養護
老人ホーム“ふじの里”地域交流スペースで開催されまし
た。社会福祉法人は、これまで児童・高齢者・障がい者な
ど、支援が必要な方々に様々な福祉サービスを提供してき
ましたが、平成28年3月31日に成立した改正社会福祉法
で『地域における公益的な取組』を実施する責務が明確に
されました。
「ほっとかへん！」を合言葉に北区内41法人が結束し、
保育・高齢・児童養護・障がいなどの種別を超えて連携を深
め、制度の狭間の課題や子どもの貧困などの地域の福祉
課題への取り組みを進めていくことを確認しました。本会
は事務局を担い、各法人・施設等事業所の方々と共に“ほっ
とかへん！”の輪を拡げていく取り組みを始めます。

高齢者が地域でいつまでも安心して暮らせるように下記の世帯を対象に6月から随時、地域の民生委
員と地域支え合い推進員等による訪問調査が始まっています。調査では健康状態や緊急連絡先等をお
聞きし、日々の見守り活動に活用させていただきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。

ッネ ト ワ ー カ ー域地 福 祉 の取り組みから

善意銀行を
ご存知ですか？

Aさん

Aさんの母 Bさん（知人）

学校

A親子と面談

北区社会福祉協議会
ネットワーカー

お子さんの思いとお母さ
んの思いをそれぞれ大切
にしながらじっくり、支援し
ます

ネットワーカーが直接お母さ
んからお話しをお聞きし解決
に向けたお手伝いをします。

“ほっとかへん！”でつながるネットワーク

高齢者の見守りに関する訪問調査にご協力ください！

心配ごと相談所

誰かに話したいけれど、近所の人
には知られたくない、家族には言え
ないお悩みはないですか？困りごと
を相談していただける区民の相談
窓口です。民生委員・児童委員の方
が心配ごとを真摯にお聴きします。
ひとりで悩まずにお気軽にご相談下
さい。（秘密厳守・予約不要・無料）

東日本大震災の被災地への継続的な支援を目的に、宮
城県名取市の授産商品の販売・PRをしました。また、今年は遊
びコーナーを設置し、子どもから高齢者まで幅広い世代の方
にゲームにチャレンジしていただきました。各コーナーの運営
には、大沢中学校、北神戸中学校、泉台児童館の生徒・児童
がボランティアとして参加し、一生懸命活動してくれました。

地域の学生たちがボランティアとして大活躍！

相談内容に応じて、
助言をしたり、他の相談窓口等を紹介したりしています。

≪金銭預託≫

689,672円

第44回
きたきたまつり

32

平成28年2月1日～平成29年1月31日の間に
①新たに65歳以上のひとり暮らしとなった世帯　②新たに75歳以上の方のみとなった世帯
③過去の郵送調査で訪問不要と回答された方のうち、現在75歳以上のひとり暮らしの世帯
※ただし、①②のうち3月に実施された郵送による事前調査で見守りを希望しないと回答された方は除く。

対象
世帯 神戸市北区社会福祉協議会　

☎０７８-５９３-１１１１（代）内線：３０７問い合わせ先

北区社会福祉協議会
善意銀行へ
078-593-1111（代） 内線：307

お問合せは

◇開催時間・場所◇

きたきたまつりへの参加

相談とまでは
いかないけれど、
ちょっと話を
聞いて欲しい

高齢者の福祉のために
70歳以上の高齢者の方へ杖を交付
北区まごころカレンダーの作成・配付

区内の各所に設置している募金箱へ
区社協の窓口または郵便払込で

児童福祉のために
子育てサークルの活動を支援
児童福祉施設の行事を支援

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を支援

寄付金・物品の活用は？

善意銀行へのご寄付をありがとうございました

寄付をするにはどうしたらいいの？

（平成28年4月1日～29年3月31日　順不同・敬称略）　　

皆さまの優しさを善意銀行に
お寄せください。

友達とのトラブルにより、
学校へ行けなくなってしまった。

外に出るのも嫌だ、
しんどいよ。

何とか
力になりたい！！

毎週火曜日　13：30～16：00　
北区社会福祉協議会（北区役所5階）
第2・4木曜日　14：00～16：00　
北神支所保健福祉課（北神中央ビル2階）

本区

北神

094037_kk_vol60_A3_u

17.051701kaya→053001kaya→053101辻→060901kaya→061201kaya→061501kaya→061601kaya→



28年度のチューターボランティア活動の様子28年度 親子工
作教室の様子（

桂木児童館）

28年度 出前児
童館の様子（八

多町中公民館）
 29年度「みんなのごはん」の様子（山田ふれあい会館）

児童館の親子館事業や出前児童館

●活動をして
嬉しかった・感動した
事は何ですか？
はじめは、人見知りをし
ていたお子さんが、だん
だんと慣れ、落ち着いて
できる事が増えて成長
を感じられたときです。

●新たにボランティア活動
をはじめる方へのメッセージがあれば教
えてください。
お子さんが好きで一緒に成長できれば
と思い、自然体で無理せずに取り組め
ば楽しくなってきますよ。

印刷・制作　服部プロセス株式会社

56Vol.
平成29年7月1日

北区ボランティアセンター 〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台西町1-25-1 北区役所5階　TEL 078-593-9910　FAX 078-593-9822　
URL:http://kita-shakyo.or.jp/　Eメールアドレス：vco@kita-shakyo.or.jp

福祉機材の貸出 ボランティアセンターからの
ひとこと

県民ボランタリー
活動助成

特別支援学級でボランティアを
してみませんか？

自然体でお子さんとふれあう活動をしています
学校・特別支援学級の
ボランティア（花山小学校）

はじめまして4月からボランティアセンターの担当になり
ました浅川（あさかわ）と小財（こざい）です。まだ勉強中です
が、地域のみなさんと楽しく関わっていければと思います。
ボランテイアセンターへお気軽にお越しください。

助成を受けるには、北区ボランティアセンターに登
録しているボランティアグループで、ひょうごボラン
タリープラザが定める要件を満たす必要があります。
まず事前申し込み（エントリー）を行い、その後申請
要件を満たした段階で改めて助成申請を行うことに
なります。

おひとり暮らしの高齢者の中には様々な事情により、外出できずお話を
する機会が少ない方や、気軽にお話しする相手がいない方もいます。そん
な方のために安否確認を兼ねてお電話で近況をお伺いする活動です。

区内での福祉体験学習、障がい
者や高齢者等への理解を深めるた
めに様々な福祉機材の貸出（無料）
をしています。予約が必要となりま
すので、上記までご連絡ください。

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。

ボランティア募集

社会福祉法人 神戸市北区社会福祉協議会
〒651-1195 神戸市北区鈴蘭台西町1-25-1 北区役所5階
TEL 078-593-1111　FAX 078-593-9822
URL :http://kita-shakyo.or.jp/
Eメールアドレス：toiawase@kita-shakyo.or.jp

60Vol.
平成29年
7月号

北区
社会福祉協議会は

こどもの居場所づくりを
応援します!!

子どものすこやかな育ち、そして、子育て世代のお母さん・お父さんの育児不安の解消の
ためには、住んでいる地域の中にあたたかい居場所が必要です。
北区社会福祉協議会は以下のような活動を通して、子どもたちや子育て世代の居場所
づくりを応援します。

ボランティアセンター より
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すずらん電話 利用者募集すずらん電話 利用者募集
北区在住の65才以上のひとり暮らしの方
75才以上の高齢者のみの世帯の方（緊急連絡先になってくださる方が必要です）
月曜日・金曜日　14：00～16：00のうちの10分～15分程度

対　象
（原則）
日　時

・法人格をもたない団体（5人以上）
・1年間に12日以上の活動を行っている
・助成対象経費が6万円以上ある
1グループあたり上限3万円
（年度により変更あり）
平成29年7月3日（月）～8月31日（木）
※エントリー書は北区ボランティアセンター
　にあります
平成29年11月1日（水）～
平成30年4月2日（月）
※対象活動実績は平成29年4月1日～
平成30年3月31日までとなります
詳しくは、北区ボランティアセンター
までお問い合わせください

助成対象

助成限度額

その他

エントリー
申請期間

助成
申請期間

●貸出機材：車いす、アイマスク、点字版、
　疑似体験セット（高齢者、妊婦）

ボランティアが
お話し相手に
なります

すずら
ん

電話っ
て

何？

おひとり暮らしの方は想像以上に寂しさや不安を抱えているのだなと考え
させられました。何度か連続してお電話が繋がらない場合は緊急連絡先に
連絡をしています。それが安心につながっていれば嬉しいです。
お気軽に、北区ボランティアセンターまでお問い合わせください。

担当者
コメント

ご利用のきかっけは？
自分はひとり暮らしなので退院後の暮らしに不安があった。自分には明日
の朝がくるだろうかと心配だった。その不安をケアマネジャーに相談したら
紹介してくれた。
すずらん電話を利用した感想は？
世間話などで話が広がり、屈託のない会話ができている。充実した生涯
を送るには会話が増えるのは良いことだと思う。ボランティアさんは会話
の引き出し方が上手で話がしやすい。仕事を引退すると情報が少なく、
孤立感がある。イベントの情報があれば外へ出かけるきっかけになるの
で教えて欲しい。

利用者の声
Q

A

Q
A

学校・特別支援学級
での支援が必要な
ゆっくりとした発達
の児童の付き添い・
見守りなど

初めてだけど「やってみ
たい」と思われた方は北
区ボランティアセンター
までご連絡ください。

★週1回程度・
　曜日など応相談

寄り添い
ボランティア

●依頼をされた理由は？
児童へのきめ細かな関わりのためにボランティアさ
んの力が必要です。多くのボランティアさんとふれ
あうことで児童の健やかな発達にもつながります。

●活動・支援の具体的な内容は？
児童の見守り、教室移動への付き添い、畑での活動や運動場での
見守り、給食を一緒に食べる、調理実習で楽しく料理や菓子を作る
など、児童に寄り添いながら見守っていただく活動です。

●資格などは必要ですか？
資格は特には必要ありません。児童を温かく見守っていただきたいです。

●ボランティアさんがいない日の児童たちの様子は？
少しさみしそうな感じがします。それだけ信頼関係を築けているとい
うことですね。

先生への質問 ボランティアさんへの質問

地域の活動を通して 児童館の活動を通して

児童館は午前中、乳幼児
と保護者が楽しく過ごしな
がら仲間づくりができるよ
う、様々なプログラムを実
施しています。また、児童
館に来館しにくい地域に
出向き、集会所等を利用し
た「出前児童館」を実施し
ている地域もあります。
※プログラムの詳細は各児童
館にお問い合わせください。
（児童館一覧はHPにて掲載）

中高生の居場所づくり
中高生世代の居場所づ
くりとして、フリース
ペースの提供、中高生
事業の実施、サークル
活動の支援をすずらん
だい児童館で実施して
います。また、「チュー
ターボランティア活動
拠点事業」として中高
生の学習支援や生活面
のアドバイス等も実施
予定です。

こども食堂
こども食堂や学習
支援の立ち上げの
お手伝いや継続的
な実施に向けての
支援を行います。
また、北区こども
食堂情報交換会を
通して、実施団体
同士の横のつなが
りを深めます。

こども未来事業
北区こども未来事
業への助成を通し
て、子どもたちの
地域の中での居場
所づくり、子ども
たちや子育て世代
と地域の方々との
顔の見える関係づ
くりをお手伝いし
ます。

094037_kk_vol60_A3_o
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