
　令和最初の「北区ボランティア交流会」は11月8日に、しあわせの村・
研修館で開催し、86名の方が参加されました。
　基調講演は『笑顔あふれるまちづくり～ボランティアで豊かな人生
を！～』と題してⅿottoひょうごの栗木先生の元気いっぱいの声で、会場
全体が一体となりました。笑いの中にもなる
ほど！と勉強になるお話がありました。
　また、交流会では限られた時間の中で、新
しい出会いがあったり、他のグループの活動
に触れて、励まされたりと貴重な時間となっ
たようです。
次回は今秋に開催予定です。
皆様のご参加、お待ちしております。

　昨年の4月に北神区役所内にボランティアセンターが開設されまし
た。まだまだご存じない方も多いと思いますが、皆様に親しまれるボラン
ティアセンターを目指して頑張りますので、よろしくお願いいたします。

　昨年の4月に北神区役所内にボランティアセンターが開設されまし

はじめまして、
北神ボランティアセンターです！

ボランティア交流会を開催しました！

　神鉄鈴蘭台駅ビルベルスト鈴
蘭台「すずらん広場」で「ベル・
ボラの会（ベルストでボランティ
アの会）」を開催しています。
　区内のボランティアの活動発
表の場であると同時に、地域の
方 と々の交流の場でもあります。
　子どもからご高齢の方まで、
一緒に楽しんで地域を盛り上げ
ましょう！

　神鉄鈴蘭台駅ビルベルスト鈴

「ベル・ボラの会」

第１回 あじさいの会

第２回 秋祭り

第３回 クリスマス会

次回の「ベル・ボラの会」は
第4回 梅の会
２月15日（土）
皆様のお越しを
お待ちしております。
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　エントリーが受理された団体は、年間12回の活動終了後、速やかに交付
申請書をご提出ください。最終締切は令和２年４月１日（水）です。

（エントリーしたセンターにて手続きをしてください）

エントリーが受理された団体は、年間12回の活動終了後、速やかに交付

県民ボランタリー
活動助成申請

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

４月14日～７月14日〈毎週火曜日〉
※５月５日はお休み
18：30～20：30（全13回）
北区民センター ４階  なでしこ
北区在住・在勤・在学の15歳以上の
方で初めて手話を学ぶ方、基本的に
全13回受講可能な方
20人（申込多数の場合は先着順）
2,500円
【別途テキスト代3,000円＋消費税】
はがき、またはFAX、電話にて①住所
②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号
を北区ボランティアセンターまで。　　　　
入門課程（前期）修了の方は入門課程
（後期）を受講できます。
３月19日（木）消印有効

と　　き

と こ ろ
対　　象

定　　員
受 講 料

申し込み

そ の 他

締　　切

加 入 費
保険期間
受付場所

受付日時

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。
令和２年４月１日（水）～令和３年３月31日（水）
●北区役所６階  北区ボランティアセンター
●北神区役所２階  北神ボランティアセンター
月～金曜日  8：45～17：15

現在ご加入のボランティア保険は３月31日で終了となります。
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。
令和２年度の加入手続きは３月2日（月）から可能です。
※法人の場合は代表者の押印が必要です。

北区手話講習会入門課程（前期）

４月14日～７月14日〈毎週火曜日〉

受講者募集
令和
２年度

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。

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！

３月中の手続きを
おすすめします！

４月14日～７月14日〈毎週火曜日〉

お待ちしております。

日　時　3月3日（火）・ 17日（火） 13:30～15:30 （全2回）
会　場　北神区役所  5階  会議室（神鉄岡場駅前）
内　容　〈1日目〉 講演「聞きたい・知りたい・始めたい
 　　　　　　～なないろの種を見つけよう～」

　　　　mottoひょうご事務局長  栗木  剛  氏
〈2日目〉 各種ボランティア活動のご紹介・交流など

締　切　2月21日（金）
お問合せ、お申込みは北神ボランティアセンターまで。

北神ボランティアセンター 北神区役所内2階
☎ 078-981-5377（代）

・来年も開催してくださいね！

・何かしようと考える機会を

与えてもらいました

・今日の参加に喜びです。

感謝！
　　　　　(アンケートより)

ボランティア入門
～はじめのいっぽ～

日　時 3月

ボランティア入門募集 受講料無料
ぜひご参加ください！

見に来て！

〒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　FAX  078-593-9822
URL : http://kita-shakyo.or.jp/
Eメールアドレス：vco@kita-shakyo.or.jp

北区
ボランティア
センター

北神
ボランティア
センター

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-1  北神中央ビル2階  北神区役所
TEL 078-981-5377（代）　FAX 078-940-5444
URL : http://kita-shakyo.or.jp/
Eメールアドレス：n-vco@kita-shakyo.or.jp

～高齢者が住みよいまち～
高齢者が地域でつながる
ふれあい給食会へ！

【神戸市重度心身障害者父母の会 北支部】
（クリスマス親子食事会）
参加者の笑顔を楽しみに、何十年と続けています。あり
がとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

～障がい者がいきいきと暮らせるまち～
障がい者の社会参加や交流のために！

～ありがとうメッセージ～

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。

1

赤い羽根共同募金

￥6,508,817-
歳末たすけあい募金

￥4,432,058-

（令和元年12月31日時点） あかはねちゃん

だより
〒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
〈北神事務所〉 〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-1  北神中央ビル2階  北神区役所　TEL 078-981-5377（代）

社会福祉法人神戸市北区社会福祉協議会
愛の輪・「心かよわす市民運動」事業
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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。

【北区更生保護女性会】
（子育て支援、地域との連携強化）
小学校での子育てイベントに参加し、「ビーズ人
形作り」を通して地域の子どもや、子育て中の保
護者を支える活動ができました。
今後も地域とつながり、連携が強化できるような活
動を行っていきます。ありがとうございました。

～地域の福祉活動を支援～
地域団体による地域支援のために！

～ありがとうメッセージ～

障がい者支援へ

赤い羽根共同募金ってね、
北区のみんなが協力して
募金を集め、北区の福祉の
ために使う活動なんだよ！
いろんなところで役立てら
れてるんだ！

協力店で商品やサービスを購入することでその売り上げの一部
が募金となる募金百貨店プロジェクトに、昨年度は（株）セブンス
ターフェスティバル、NPO法人なのはな、NPO法人ひやしんす
にご参加いただきました。ありがとうございました。

1月から3月は、通常の募金活動以外に、子どもの居
場所に区内の障がい者就労支援施設などが作るお
米や野菜を贈るための寄付を募ります。みなさまの
ご協力をお待ちしております。

～高齢者が住みよいまち～

～地域の福祉活動を支援～

Kita Ward Council of Social Welfare

高齢者支援へ

地域活動支援へ

募金百貨店プロジェクト ～元気に育て子どもたち～
「ごはんぱくぱく募金」はじまります！

【八多地区ふれあいセンター】（すくすく広場）
親子の関係、子育て世代の絆、見守る地域の
大人の想いが深まっていることをお互い実感
しています。ありがとうございました。

～子育てしやすいまち～
地域での子育てひろばに　

～ありがとうメッセージ～

子育て支援へ



　factory たけふは、障がいのある方の日中の活動を支援する
生活介護事業所です。
　利用者にあわせた創作活動や生産作業などをおこなってい
ます。自主製品も制作しており、紙すきカード、牛乳パックの椅
子、「さをり織」を使った財布やブックカバーなどの小物を制作
販売しています。また、毎週火曜日に入荷される地元でとれた
新鮮野菜も販売しています！
　ぜひ、お立ち寄りください。

製品を販売できる場所や機会があれば、ぜひ、お声かけください。
神戸市北区松が枝町2-1-24
TEL 078-581-7340（神戸山田郵便局のすぐ近く！）

障がい福祉事業所を
紹介します！

日 時   令和2年2月26日（水）14：00～16：00
場 所   北区役所7階会議室
対 象   区内在住のボランティア活動に

関心のある方ならどなたでも可
問い合わせ   北区社会福祉協議会　593-1111（代）内線307

参加費
無料

　あんしんすこやかセンターのブランチとなる「あんしんすこやか
ルーム」（大規模で高齢化率の高い災害復興公営住宅等の住戸に
設置）が集まり、地域で新たに活動を始めてみたいと思う方々へ
活動の紹介を兼ねた交流会を開催します。また、地域で実践できる
北区のご当地体操「きたきた元気体操」を学ぶ時間も設けます。
みんなで体操や交流を通してふれあいましょう！

　　　　　　　（作品展示・喫茶コーナーあり）

いつまでも元気でいきいきと！
“北区のご当地体操「きたきた元気体操」で
　　　　　　　心もカラダもリフレッシュ♪”

北区社会福祉協議会  北神事務所
TEL. 078-981-5377（代）
Eメール：n-info@kita-shakyo.or.jp

北区社会福祉協議会
TEL. 078-593-1111（代）
Eメール：info@kita-shakyo.or.jp

お茶を飲みながらゆったりとした時間を過ごしていただける居場所です。
寄り添いボランティアの方と一緒にお待ちしております。

問い合わせ先

北区社協HP   http://kita-shakyo.or.jp/  （毎月の開催予定をお知らせしています）

ひきこもり 不登校の方 や ご家族のため の居場所

お茶を飲みながらゆったりとした時間を過ごしていただける居場所です

「ふらっとホーム」 無料 申込
不要

年齢
不問

ふれあいの里
おくっちょ
北区長尾町上津3519
神戸電鉄「神鉄道場駅」より送迎有

北区役所6階
ボランティアルーム
北区鈴蘭台北町1－9－1
神戸電鉄「鈴蘭台駅」直結

（協力：区内社会福祉法人）開催場所

「あんしんすこやかルーム交流会」

　地域の集い場でみなさんが楽しめる、「コミュニ
ケーション麻雀」と「どこでもピンポン」を購入しました。
　これらは、善意銀行に寄せられた寄付金を活用
しています。
　コミュニケーション麻雀
とは、麻雀未経験の方でも
気軽に楽しめるようにルー
ルを簡素化し、大きなサイ
ズの牌を使って楽しむゲー
ムです。
　どこでもピンポンとは、
その名のとおりテーブルさ
えあればどこでも誰でも楽
しめる卓球です。

貸出について
北区社会福祉協議会　593-1111（代）内線306

地域の集い場でみなさんが楽しめる

貸出事業 をはじめました！
善意銀行

魚をさばく体験 ウエルネスダーツ

※次回は令和２年５月開催予定で男性向け講座を企画中！
　ぜひご参加ください！

“健康づくり”
“仲間づくり”

“まずは！ 一歩ふみだして 
　　みんなで考えましょう”

　人との交流の機会が多くなる
ことは、健康や介護予防に効果が
あるとされています。
　男性の地域活動への参加の
きっかけづくりとして、７～９月の
間に５回シリーズで、コープこうべ
第4地区本部と男性限定の講座
「輝け！男性～達人に学ぼう～」
を開催しました。
　区社協は、男性の方々の知識や
経験を活かせる場「できること」
や、関心のある活動「やってみた
い」、仲間づくり「つながりたい」を
カタチにし、いきいきとした暮ら
しを応援していきます！

みなさんの得意なことを
活かしながら

地域活動へと
繋げていきます！

男性の

　地域住民や事業者の皆
さんが絆サポーターにな
り、日常生活の中で気づい
た高齢者の異変をあんし
んすこやかセンターにいち
早く連絡し、適切な支援に
結び付けていく活動です。
区社協では、高齢者への目
配り・気づきの輪を一層拡
大するため、活動に参加す
る地域を募集しています！

サポーター

令和元年12月1日現在、
11地区約1,000名の区民
が活動しています。

広がれ！北区

を応援します！

期  間

会  場

主  催

令和２年２月15日（土）～16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）
北区自立支援協議会、
神戸市北区、北区社会福祉協議会

みて！ ひかる！ 感性！かんじて！

令和２年２月15日（土）～16日（日） 

イオンモール神戸北 

1）
北区自立支援協議会、

輝け！ 
男性

全国福祉保育労働組合兵庫地方本部神戸支部
神戸市社会福祉協議会分会  様より、

北区社会福祉協議会にご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

障がいのある方の絵画・書・織物等の作品を展示します。
素敵な作品ばかりです。ぜひご覧下さい。

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
なるしくみ、「募金百貨店プロジェクト」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。

ご寄付をありがとうございました

社会福祉法人 陽気会 みのたに園 factory たけふ

　地域住民や事業者の皆

サポーター絆

　区社協の「子育てコーディネーター」は、地域の子育て
支援活動の立ち上げや運営支援を行っています。昨年
の4月からは北神区役所にも１名配置され、区役所等と
連携しながら支援を進めています。
　北区には、育児サークル、子ども食堂など、子どもや親
の居場所があり、少しずつ増えてきています。
　子ども達がいろいろな人と交
流したり、保護者の方が育児の
悩みを相談したり、地域で安心
して子育てできるよう、地域の
方と一緒に取り組んでいます。

「来年1年
生だけど、

どこの学童
保育に

行くことに
なるの？」

？

子育てに関することで聞いてみたいことがある方は、
気軽にお問い合わせください。

「子ども食堂を利用したいけど、どこが家から近いの？」

北区社会福祉協議会　593-1111（代）内線421
北区社会福祉協議会  北神事務所　981-5377（代）内線615

問い合わせ

近くに児童館がない地域の子育て
支援のため、地域住民の方と一緒
に子育てサロン「八多おやこひろ
ば」を立ち上げ、区役所・児童館と
連携して運営支援をしています。

子どもの居場所で学習支援をしている
団体を対象にスキルアップ研修を開催
しました。
毎年、団体や関係機関と情報交換会も
行い、運営を支援しています。

子育てに悩む保護者を支える理解
者を増やすため、今年度はコープこ
うべ第４地区本部と共催で発達障
がい体験研修「この子の世界に
入ってみよう！」を開催しました。

子育てサロン運営支援

発達の気になる子どもの
子育て支援

昨年

近くに児童館がない地域の子育て
支援のため、地域住民の方と一緒
に子育てサロン「八多おやこひろ
ば」を立ち上げ、区役所・児童館と
連携して運営支援をしています。

子育てサロン運営支援

「子ども食堂を利用したいけど、どこが家から近いの？」

毎年、団体や関係機関と情報交換会も
行い、運営を支援しています。

子育てに悩む保護者を支える理解
者を増やすため、今年度はコープこ
うべ第４地区本部と共催で発達障
がい体験研修「この子の世界に
入ってみよう！」を開催しました。

発達の気になる子どもの
子育て支援

子どもの居場所で学習支援をしている
団体を対象にスキルアップ研修を開催

毎年、団体や関係機関と情報交換会も毎年、団体や関係機関と情報交換会も

子どもの居場所づくり団体支援

子育てコーディネーター
棚野課長　岡田課長

　区社協の「子育てコーディネーター」は、地域の子育て

地域の子育て支援を
応援します！！

さをり織を作る利用者さんに聞きました！
•たて糸を好きな色でえらび、自分でデザインを
　考えながら織っていくことが楽しいです。
•色々な形のバッグとして、たくさんの方に使ってもらいたいです。

販売しています。また、毎週火曜日に入荷される地元でとれた

色々な形のバッグとして、たくさんの方に使ってもらいたいです。

皆さまのご利用を
お待ちしております!
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