
小学校区 名称 実施場所
有 馬
有 野
有 野
藤 原 台
唐 櫃
大 池

箕 谷

桂 木

広 陵

桜 の 宮
泉 台
南 五 葉
南 五 葉

ひよどり台

道 場
淡 河

ありまキッズカフェ
サニースペース
子ども食堂アミーゴ
子ども食堂とお勉強広場
みんなの楽しい子ども食堂
チャイルド  キッチン

みんなのごはん

みんなのごはんin大原・桂木
ひょうごとうこう
ほっこりごはん
みんなのごはん北鈴蘭台
みんなDEごはん
クルたん食堂
すずらん食堂

ひよどりっ子のごはん

道場笑っ子食堂
淡河コミュニティプラザ

有馬地域福祉センター（有馬町字中ノ畑）
はるやま鍼灸整骨院2階（有野中町3丁目）
北神戸田園スポーツ公園体育館ホワイエ（有野町二郎）
藤原台地域福祉センター（藤原台中町7丁目）
唐櫃地域福祉センター（唐櫃台3丁目）
西大池第5住宅集会所（西大池2丁目）
コアキタマチ専門店モール3階（日の峰2丁目）
※第1水曜はJA兵庫六甲山田ふれあい会館
大原・桂木地域福祉センター（大原3丁目）
天理教兵庫東光分教会（山田町下谷上字上の勝）
＊食事提供のみ
北鈴蘭台神鉄貸スペース（甲栄台4丁目）
神戸市立泉台児童館（泉台3丁目）　＊食事提供のみ
西鈴蘭台駅前公団1階（南五葉1丁目）　＊食事提供のみ
南五葉地域福祉センター（南五葉5丁目）　＊食事提供のみ
①コープこうべひよどり台組合員集会所（ひよどり台3丁目）
②ひよどり台地域福祉センター（ひよどり台3丁目）
道場地域福祉センター（道場町塩田）
淡河宿本陣跡（淡河町淡河）

休止

休止

変更

変更

変更

変更

変更

変更

桜の宮
北五葉

峠の寺子屋
北五葉寺子屋学習会

神戸ユースプラザ菊水（若葉台3丁目）
UR第一団地商店街（41号棟）内（北五葉3丁目）

学習
のみ 休止

印刷・制作　服部プロセス株式会社

62Vol.
令和4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　FAX 078-593-9822　

URL:http://kita-shakyo.or.jp/　Eメールアドレス：vco@kita-shakyo.or.jp

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　TEL 078-981-5377(代)　FAX 078-940-5444　
Eメールアドレス：n-vco@kita-shakyo.or.jp

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。

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

66Vol.
令和4年
2月号

ボランティアセンター より

14

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10回の活動終了後、速やかにエン

トリー申込みしたボランティアセンター（北区又は北神）まで交付申請書を
ご提出ください。

コロナ禍でボランティア活動がしにくい状況が続いて
いますが、一方で需要が高くなっている活動もあります。
例えばオンラインでの活動を支援するボランティア♪
また、すずらん電話（週２回、電話での高齢者のお話相
手）のボランティアも募集中です。
得意なことを活かしてボランティア活動をしてみません

か？興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。

保険料

保険期間

受付場所

 受付時間

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4年4月1日（金）～
令和5年3月31日（金）
（中途加入の場合は加入手続き完
了日の翌日～）
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
月～金曜日 8：45～17：15
（祝日をのぞく）          

現在ご加入のボランティア保険の補償期
間は令和４年３月３１日までです。 ４月からも
安心して活動を進めていただくため、ぜひ
新たにご加入ください。 
※法人の場合は法人代表者印が必要です。 

寄付された食料を無料で子育て家庭に直接配布する活動です。こども食堂内で実施する団体があるほか、北区では、以下の団体が食支援を
行なっています。※詳しくは「神戸市 子育て 食」で検索
①NPO法人インクルひろば（南五葉1丁目） ②NPO法人S-pace（藤原台中町1丁目） ③一般社団法人コクレア（道場町日下部）

北区社協のSNSも
チェック！

〒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 北神区役所保健福祉課内
TEL 078-981-5377（代）　FAX 078-940-5444

Facebook Twitter Instagram

そうだ！こどもの居場所に行ってみよう

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

4月26日～8月30日〈毎週火曜日〉
※5月3日はお休み　9/6、9/13は予備日
18：30～20：30（全18回）
北区文化センター 4階 なでしこ
市内に在住する過去の手話講
習会入門課程の修了者または
同等の技術を有する方
20人（申込多数の場合は抽選）
8，000円 【別途テキスト代3，000円（税別）】

：

：
：

：
：

申し込み

締 切

下記の二次元コードまたは
電話、FAX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。

4月8日（金）消印有効

：

：

令和4年度 北区手話講習会基礎課程 受講者募集

令和４年度 
北区手話講習会入門課程

11月30日（火）・12月14日（火）に北神区役所内にて開催しました。
多くの申込みがあり、抽選により24名の方が参加されました。
関西学院大学　准教授　川島惠美先生を講師にお迎えし、傾聴とは何か、どのよう

に聴けばよいのかを実践を交えて2日間学びました。「傾聴」によりひとりでも多くの
方の笑顔を見ることができれば嬉しいです。
北区では現在傾聴グループ「うさぎ」の皆さんが活躍中です。今後も傾聴ボランティ

ア講座を開催予定ですので、是非ご参加ください。

「傾聴ボランティア養成講座～傾聴ってなぁに?～」を開催しました！

ボランティア募集中！！

＜北区ボランティアセンター：593-9910/北神ボランティアセンター：981-5377（代）＞

最終締切は令和4年４月１日（金）です。

申請書の提出はお早めに！ 
3月は窓口の混雑回避のため、できるだけ
ご予約のうえお越しください！

令和4年9月以降に開講予定です。
日程が決まり次第、北区社会福祉
協議会HPにて掲載いたします。

令和4年度の
加入受付は

3月1日からです 

取材

ZOOM等の
IT指導講師

動画の編集

動画・写真の
撮影

北区社会福祉協議会では、こどもの居場所づくりの立ち上げや運営を支援しています。立ち上げに関心のある方、また、家庭の余剰食品
を寄付したい、ボランティアをしてみたいという方はお気軽にご相談ください。

友だちと一緒にご
飯を食べて、勉強も
できて楽しいです。
毎回、来ています。

家庭菜園で作った
野菜を子どもたち
が喜んで食べてく
れてうれしいです。

こどもたちと年が
近いので一緒に勉
強やトランプなど
して遊べるので楽
しいです。

食品を廃棄するのは
辛かったのですが、活
用してもらえ、従業員
もよろこんでいます。

使いきれなかったお米
や野菜が少しでも役に
たてばと思い、社会福祉
協議会に連絡しました。

最初はどんなとこ
ろか不安でしたが、
来てみるとこども
も楽しそうなので
安心しました。

こども食堂 学習支援

ボランテ
ィアのみ

なさん 参加して
いる親子

食材をご提供いただいた方々

勉強の楽しさを知
るきっかけづくりと
なればと思い仲間
とはじめました。

こどもたちのため
に地域でできるこ
とはないかなと思
いはじめました。

申込は
こちらから

休止※コロナ禍で食事の提供方法や実施場所を変更▶　　　、活動休止▶　　　しているところがあります。
　詳しくは区社協まで。　　　　

変更

フードパントリーとは
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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！ 詳細は０７８－５９３－１１１１㈹内線３０５まで

ボランティアの方
の

素敵な手作り巾着
も

入っています。

梱包作業は
1つ1つ
ていねいに

32

（令和３年１２月３１時点）

「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。
今年度は7事業所と3企業にご協力いただいています。

「善意銀行」とは・・・皆さまから寄せられた善意の金品・物品を預託という形でお預かりし、
北区の福祉の増進に役立てています。

　長引く新型コロナの影響で、厳しい生活を強いられているひとり親世帯などを支援
するため、共同募金の寄付金を活用して、食料品のセット「あかはねパック」を約250世
帯にお届けしました。
　梱包作業は、障がい者サービス事業所の利用者やひきこもりの方向けの作業プロ
グラムの参加者にご協力いただきました。
　「ひとりじゃないよ！」という想いが届き、困りごとを相談するきっかけにつながれ
ばと思います。

ひきこもり等の方の居場所「ふらっとカ
フェ」の交流イベントを、令和3年11月5日
にふれあいの里おくっちょ（長尾町）で開催
しました。NPO法人りぐこうべ兵庫のご協
力により、可愛い保護犬とふれあい、癒し
のひと時を過ごしました。14名の方が参加
されましたが、動物の癒しの力を感じてお
られました。
★区社協では、ひきこもり・登校等の方やご
家族の居場所づくりに取り組んでいます。
交流イベントや
軽作業など、
色々な経験が
できる場を運
営しています。
お気軽にご
相談ください。
○ふらっとホーム（当事者・家族）月１回
○作業プログラム（当事者）月２回
○ふらっとカフェ（当事者）不定期
困りごとに大きいも小さいもありません。
まずは誰かに話をしたり
社会とつながったりするきっ
かけとなる一歩を踏み出し
てみませんか？

藤原台地域福祉センターでは毎週木
曜日につどい場「おしゃべり木よう庵」が
開催されています。地域の方からより多
くの方が参加できるように送迎支援をし
てほしいとの声があがり、北区内の社会
福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットKOBE・北）加盟施設が令和
3年7月から交代で送迎支援を行っています。
遠方にお住まいの方からは、「つどい場に参加できてうれしい」と喜び

の声をいただいています。今後も福祉施設の方と地域貢献活動を進め
ていきます。

生活必需品が入っていてとて
もありがたかったです。何より
届いた時、気にかけて下さって
いる方々がいるのだと思うと
温かい気持ちになりました。

すてきな宝箱ありがとうござ
いました。子どもたちがとても
嬉しそうに開け、お菓子の争奪
戦が始まりました。久しぶりに
ワイワイしました。

社会に役立つようなこ
とをしたいと考え、寄付に
至りました

皆様の善意で、地域
活動が継続でき、また
勇気をいただいています

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい・地域福祉活動募金

６，３７３，５０１円 4，068，543円
みなさまのご協力・ご支援
ありがとうございました。

北区有野中町1-8-6　☎078-987-1255
しあわせの村や六甲山牧場、市内のイベント等で販売しています。
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 ☎078-593-1111㈹　内線：305

特定非営利活動法人 はっち
障がい福祉サービス事業所を紹介します

つどい場の困りごともほっとかへん！

はっちでは、「ミニチュアフレーム」や「フォトスタ
ンド」などの小物を制作、販売しています。ミニチュ
アフレームは、パーツを一から製作し、みんなでひ
とつの商品を作りお届けしています。細かい作業
が多く大変ですが、利用者の皆さんは作業テーブ
ルにパーツのリメイク作品を飾って、楽しみながら
日々取り組まれています。「何年もやっているので
慣れました！」との声も。
はっちの商品をおうちに飾ってみませんか？

～ひきこもり・不登校等の方の居場所づくり～

「保護犬とふれあい会」を
開催しました！

赤い羽根共同募金　歳末たすけあい・地域福祉活動募金

～みんなの想いを届けます～ あかはねパック宅急便

募金百貨店プロジェクト
～新しい寄付のカタチ～

商品の詳細はこちら
北区社協

ホームページへ

善意銀行

児童福祉のために
子育てサークルや
児童福祉施設を支援
食料品は子ども食堂
でも活用されます

高齢者の
福祉のために  
見守り対象の
高齢者のために
北区まごころカレンダー
の作成・配布

障がい児（者）の
福祉のために
障がい者団体・
事業所の活動支援

地域のために
貸出用車いすや
レクリエーショングッズの購入
コロナ禍の困窮世帯への
物品配布

いただいた善意はこのような
カタチで活用されています！

大好きな北区のために、寄付で地域を応援しませんか？

寄付者の声 ありがとうメッセージ

ふらっと
カフェ

どうやって寄付をするの？

▶北区社協の窓口または郵便払込で
▶北区内の各所に設置している募金箱へ

北区社会福祉協議会 善意銀行　
☎078-593-1111㈹ 内線：305
北区社会福祉協議会 北神事務所 善意銀行
☎078-981-5377㈹ 内線：616

お問い
合わせは

ひとりぐらし高齢者や高齢者のみ
の世帯などを対象に、ご近所の住民
のみなさんが民生・児童委員と協力し
て、お元気確認や相談、話し相手など
を行う見守りボランティア活動です。 

「友愛訪問」とは？ 
地域の担当民生・児童委員やあんし

んすこやかセンターに連絡し、支援に
つなげます。

異変に気付いたら？ 

ご自宅を訪問したり、お電話をした
り、普段の生活の中で様子を気にかけ
たり…と様々な見守り方法があります。 
愛犬の散歩を兼ねて、見守り活動を

している方もおられます！ 

見守り方法は？ 

北区では199グループ935名の
ボランティアが活躍中！ ※R3.12月現在

ボランティアは、高齢者が安心して暮ら
せるように、身近な存在で大切な役割を
担っています。
あなたも、地域を見守る一員になってみ
ませんか…？ 
お問い合わせは区社協まで 

ほっとステーションぽてと
パン作りに必要な冷凍ストッカーを購入

勝山浩一さん
神港園しあわせの家デイサービスへ
手づくり陶器の寄贈

たくさんのありがとうメッセージが寄せられました
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