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愛の輪「心かよわす市民運動｣事業
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地域活動を応援！～withコロナでの新たな取り組み～
ひとりぐらし高齢者等ふれあい給食会

県民ボランタリー
活動助成申請
エントリーが受理された団体は、年間12回（コロナ特例に該当す

る場合は、原則10日。活動再開準備の必要が認められる場合は9
日。）の活動を終えられましたら速やかにエントリーされたボランティ
アセンター（北区もしくは北神）まで、交付申請書をご提出ください。
最終締切は令和3年4月1日（木）です。

　お弁当やお菓子を地域福祉センター等で配布またはご自宅へ
お届けする“配食”、10月からは3密対策をしての“会食”など、地
域の方々の熱意と工夫によりwithコロナの新しいカタチで順次
再開しています！
　また、配布品の参考に「ふれあい商品パンフレット」を新たに作
成・PRし、給食会と障害福祉サービス事業所をつなぐお手伝いを
しました。

ラジオ体操で元気に！～3密を避けて～
　「今だからこそ地域のみんなで集まりたい！」そんな思いを応
援するために、フレイル予防にもなり屋外で楽しめるラジオ体
操セットの貸出を行い（北神5地区）、心も体もリフレッシュ♪
皆さんに大変喜ばれました。

リモート出演のお手伝いを
してくださるボランティア募集中！
撮影・音響に興味がある方、
ご連絡お待ちしております♪

　神戸中央病院附属介護老人保健施設と北神区文化セン
ターをインターネットで繋いで「クリスマスコンサート」を開催
しました。出演はボランティア団体「PAL」。デイサービスを利
用する高齢者の方々は、コロナ禍で外部の方とのふれあいが
できなくなっていますが、画面を通して人と人のつながりを感
じ合える機会となり、とても喜んでおられました。これからも
withコロナのボランティア活動にチャレンジしていきます。

食料を提供いただきありがとうござ
います。今年はコロナの影響で帰
国ができず、不安が募っていました。
そんな中、地域の方々の温かいお
心遣いを感じました。本当にありが
とうございます。

保険料

保険期間

受付場所

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3年4月1日（木）～
令和4年3月31日（木）
①北区役所6階
　北区ボランティアセンター
②北神区役所2階
　北神ボランティアセンター

現在ご加入のボランティア保険は3月31
日で保険期間が満了になります。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。
※法人の場合は代表者の押印が必要です。

SNSはじめました！
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〈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 北神区役所保健福祉課内
TEL 078-981-5377（代）　FAX 078-940-5444

Facebook Twitter Instagram

　新型コロナウイルスの影響により、アルバイト収入が減少した留学生や家事・育児・仕事に奮闘しておられ
るひとり親世帯等へ食料支援を行いました。
　食料品提供を通じて、不安や困りごとの相談のきっかけや力添えになればと思います。

コロナに負けない！“食”を通したつながりづくり

コープこうべ第4地区本部
より寄贈いただいた食料品
や手作りマスクを、支援の
必要な人へ届けました。

北区山田町小部にあるバームクーヘン専門店『丸福
バーム』さんによる子育て世帯応援プロジェクト！
店舗近隣の学校園・児童館等へ広報し、自家製バーム
クーヘンを子育て世帯にお渡しして喜ばれました♥

ありがとうメッセージ♥
（神戸親和女子大学の留学生より）

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

と　き

ところ
対　象

定　員
受講料
申し込み

その他
締 切

４月１３日～7月13日〈毎週火曜日〉※５月４日はお休み
１８：３０～２０：３０（全１３回）
北区文化センター 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、
全１３回受講可能な方
20人（申込多数の場合は抽選）
2,500円【別途テキスト代3，000円（税別）】
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（金）

：

：
：

：
：
：

：
：

令和３年度 北区手話講習会入門課程（前期）受講者募集

コロナ禍でもつながろう♥
リモート出演に挑戦♪
（2020年12月15日）

北区ボラセン初！！

～「リモート出演したい！」
「依頼したい！」という方、

ぜひお問い合わせください！！～

・リモートってテレビで聞いた
ことがあるけど、体験できると

思わんかったわ。
・こんなことができるなんて、

時代やねぇ

「PAL」のみなさんより
「コロナ禍での前向きなチャレンジに
参加できてうれしく思います。」

神戸中央老健・デイサービス利用者のみなさん
「手拍子をたたきながら一緒に歌って参加されました。」

　10月13日（火）・27日（火）に北神区文化センターにて開催し、27名の方に参加いただきました。
　第1回は「聞きたい・知りたい・始めたい～なないろの種を見つけよう～」をテーマにmottoひょ
うごの栗木剛氏にボランティア活動の心構えや活動の楽しみ方などについて、第2回の「踏み出そ
う はじめの一歩」では活動先の施設や活動中のボランティアの方に活動内容や様子をお話いただ
きました。
　はじめのいっぽを踏み出していただくことで、活動の輪が広がっていくことを願っています。

『北神ボランティア入門～はじめのいっぽ～』を開催しました！

※3月最終週と4月最初の週は混み合います。
3密を避けるため、ご協力をお願いします。

令和3年度の加入手続きは、
3月1日から可能です。

3月中の手続きをおすすめします！！

3月の申請は混雑回避のため
予約制になります。

スマホからも
申込できます



シャトレーゼ鈴蘭台店
（有限会社きらり）

いい・かげん（株式会社ユージーケア）

丸福バーム

みのたに園

おばんざい菜

ほっとステーションぽてと

ミュゼ
（株式会社セブンスター
フェスティバル）エンジェルハウス
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商品やサービスを購入し、地域支援に参加しよう！

参加者の体調に合わせて1時間程、区社
協職員と一緒に作業をします。お話だけでも
大丈夫。お気軽にお問い合わせください。

当事者の方々にとって…
自分だけではないと思える場所、新たな一歩を踏み出すその前の場所として

ご家族の方々にとって…
気持ちを共有し、家族としての関わり方を考え直すきっかけにつながる場所として

そのような場所になることを願い開催しています。寄り添いボランティアの方とお待ちしています。

（令和2年12月31日現在）

「ふらっとホーム作業プログラム」

「ふらっとホーム」（無料・申込不要・年齢不問）

「募金百貨店プロジェクト」は、企業が地域のためになる寄付付き商品やサービスを企画・販売
し、その収益の一部を寄付する仕組みです。今年度の参加企業・事業所をご紹介します。

募金百貨店プロジェクト～新しい寄付のカタチ～
通常の募金活動以外に、使途を指定した募

金活動を行っています。区内の障がい者施設
などで作られたお米・野菜・お菓子を購入し、子
ども食堂などの子どもの居場所にお届けしま
す。交流を通じたつながりづくりも支援してい
ます。皆さまのご協力をお願いいたします。

子どもの居場所を応援しよう！

ひきこもり・不登校等しんどい思いを抱えた方やそのご家族のための居場所

北区役所6Fボランティアルーム
（北区鈴蘭台北町1-9-1）
隔月第3水曜日　14：00～15：30

場所

日時

ふれあいの里おくっちょ（北区長尾町
上津3519）神鉄道場駅より送迎有
隔月第1水曜日　13：00～14：30日時

場所

（北区社協ホームページにて随時、開催のお知らせを掲載しています）

　善意銀行への寄付金で作成した「北区まごころカレンダー」に写真を提
供していただきました。部員8名全員が一年生で、この6月の入部から写真
を始めたばかり。顧問の岡松教諭の指導の下、北区の自然や風景を撮影
し、高校生らしい素直で力強い作品を揃えていただきました。
　「完成したカレンダーを家族に見せたら“すごいね！”と言われて
嬉しかった。来年も協力したいです！」と笑顔いっぱいの高校生たち。
　今秋、県の写真展に選ばれた部員もいるそうです。
　目指せ県大会入選！！

高校生の力で！　県立神戸北高等学校写真部

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい・地域福祉活動募金

6,495,112円 4,316,821円
みなさまのご協力・ご支援
ありがとうございました。

防護服・
フェイスシールドを作成しました！
作成いただいた防護グッズは
福祉施設や地域団体で
活用されています。

何をどうしたらいいのかわからない…
一緒に考えてみませんか？

北区社会福祉協議会 北神事務所　☎（078）981-5377㈹　Fax（078）940-5444　　 n-info@kita-shakyo.or.jp
お問合せ先：北区社会福祉協議会　☎（078）593-1111㈹　Fax（078）593-9822　　 info@kita-shakyo.or.jp

令和元年9月から開催し、延べ約30世帯の方が参加されています

喫茶「Caféぽてと」
神戸市北区山田町上谷上
字古々山29-83 アミービル
TEL：078-597-6221
〈営業時間〉
月・火・木・金9：30～15：30
水・土9：30～15：00
（定休日：日・祝日）

スイーツ工房
「Sweets Factory POTETO」
神戸市北区山田町上谷上
字古々山29-221
TEL：078-597-6670

　プロのパティシエ直伝の焼き菓子やプリンなどこだわりぬいたスイーツを作っています。喫茶「Café ぽてと」と製菓工房「Sweets 
Factory POTETO」があり、通所される方が自分の能力にあった就労ができます。 ぜひ、おいしいスイーツをご賞味ください。

　令和2年10月24日（土）9:30～ネッツテラ
ス鈴蘭台にて、野菜販売会を行いました。
　日頃から社会貢献活動に積極的に取り組
まれているネッツトヨタ神戸(株)に、店舗内で
の販売、広報などについて協力いただき実現
しました。当日は来店された方に障がい者就
労支援事業所で生産された野菜セットや新米
を購入いただき、きたベジねっとの活動PRの
機会にもなりました。

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（078-593-1111㈹＜内線305＞）まで。

きたベジねっと（神戸市北区農でデザインする福祉のまちづくりネット
ワーク）は平成21年から北区で行われている農福連携プロジェクトです

障がい者福祉事業所をご紹介します。

特定非営利活動法人ひやしんす ほっとステーションぽてと（就労継続支援B型事業所）

メニューを考えたり
調理をするのが
楽しいです

できないことが
できるようになると嬉しいです

　感染予防対策に努めながら子育て支援に取り組む北区の児童館・学童保育コーナーを紹介します。

有野児童館「赤ちゃん講座」
コロナ禍で大変な出産を経験したママを応援！ みんなできちんとコロナ対策、頑張ってます！

　コロナ禍の出産は、パートナーに腰をさすってもらうことも
出産後の家族の面会もままならず。ママ同士の交流ができず、
心細い思いをしながら育児
をするママ達が「赤ちゃん講
座」に参加してくれました。透
明シートの仕切りで感染予
防対策をして悩みや情報を
交換し、楽しく交流しました。

　約180人の児童が利用する長尾学童保育コーナー。
手指消毒やマスクを徹底し、同じ方向を向いて学習や
おやつの時間を過ごして
います。窮屈な日々に我慢
を重ねる子ども達のため
に身体を動かすプログラ
ムもたくさん取り入れ、ス
トレスを発散しています。

長尾学童保育コーナー

令和３年３月６日（土）～７日（日）
９時～１８時
ベルスト鈴蘭台3階  すずらん広場　
神戸電鉄「鈴蘭台」駅直結
（鈴蘭台北町1-9-1）
北区自立支援協議会、
北区役所、北区社会福祉協議会

期間

会場

主催

～北区障がい者 芸術作品展～
北区ふれあいフェスタ 2021

きたベジねっと活動報告みて！  かんじて！  ひかる！  感性！

お得な野菜
セットの一例
（この内容で
500円！）

今年度お届けのようす


