
B 案
ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動

福祉の心を育む

ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動推進委員会

神戸の市民運動

愛の輪運動はやさしさの心を
育む私たちひとりひとりの 

行動から始まります。



愛の輪運動  推進委員会の活動
啓発広報実施

情報誌「きずな KOBE」の発行

愛の輪ポスターの募集 ホームページ での愛の輪運動の紹介

神戸市バス　愛の輪ロゴの表示愛の輪会員活動事例集の発行

　市内の小・中・高校生を対象に「福
祉の心」をテーマにした作品を募集
し、啓発活動を進めています。

　愛の輪会員 や市民を対象に福祉 
をはじめ様  々なテーマについて講演 
会を開催して います。

　愛の輪会員の活動を紹介し、普
及・啓発に努めています。

ふれあいのまち KOBE・

愛の輪運動とは…

愛 の 輪 運 動 は

あなたの暮らしの

中から始まります。

　人と人とのふれあいの中で「思いやり」「譲り合い」
「助け合い」等の福祉の心をはぐくみ、ボランティ
ア活動などの実践につなげ、「ともに生きる」地域
社会づくりを目指した神戸の市民運動です。

　ふれあいのまち KOBE・愛の輪運動
推進委員会は、ソーシャル・インクルー
ジョン（社会的包摂：だれもが潜在能力
を発揮でき役割を持ってつながり合う地
域社会づくり）の理念に基づいた「とも
に生きる社会」の実現のため、自らが人
間尊重を基本とした「思いやりの心」「譲
り合いの心」「助け合いの心」等の福祉
の心を伸ばし育てるとともに、行動に結
びつけていくことを目的として、
　①　 市民がボランティア活動を行いや

すい環境づくりの企画・実施
　②　講座・講演会等の開催
　③　市民啓発用資材の作成、配布、貸出
　④　 会員の行う自主事業への協力・援

助等の事業
を実施しています。
　会員の方は、愛の輪運動を推進するた
め自ら福祉活動の実践に取り組むと共
に、それぞれの団体等の組織内で様々な
福祉の啓発や愛の輪運動の普及、推進な
どの役割を担っておられます。

　モノは豊かになったけど、人と人とのふれ
あいが少なくなるのを感じる世の中です。だ
から、やさしさを見つめ“ともに生きる住み
よい KOBE”をめざすのが「愛の輪運動」です。
 愛の輪運動は家庭で、学校で、職場で、地
域で、あなたの生活の全ての場面でやさしさ
の心を育む運動です。

愛の 輪講演会

　福祉の情報誌として発行し、
公共機関を通じて配布。広く市
民に活動を紹介しています。

愛の輪運動を推進する

にあたって…

愛の輪運動  推進委員会の活動

ホームページ での愛の輪運動の紹介 神戸花時計での運動ロゴの PR ボランティア活動の促進

神戸市バス　愛の輪ロゴの表示

　神戸市立生田中学校の南側フェン

スに掲出しています。

　障がいのある人もない人も、音楽
を通じて共に楽しみ、ふれあいの場を
広げることを目的に開催しています。

　お住まいの地域をはじめ高齢者や
障がい者に対するボランティア活動
への参加の促進をしています。

　熊本地震をはじめ国内外の災害に
対して募金活動に取り組んでいます。

　愛の輪会員 や市民を対象に福祉 
をはじめ様  々なテーマについて講演 
会を開催して います。

愛の 輪講演会 イベントでの PR 愛の輪ふれあいコンサート

市民への広報

愛の輪横断幕 募金活動



東日本大震災等
災害支援に対する取り組み

　学生による被災地復
興支援活動の一環とし
て、仮設住宅や保育所
等における心のケアに
主眼を置いた活動を実
施しています。

　神戸市に避
難されている
方への支援活
動を実施して
います。

　１月 17 日に東遊園地で開
催される「1.17 のつどい」
に参画しています。

東日本大震災被災地支援活動「学生ボランティアバス」

東日本大震災被難者交流会

1.17 のつどい

　市内の中・高生を対象に夏休みの 3 日間、
自ら進んで社会福祉施設での体験学習をす
ることにより、福祉の心を培う取り組みを
行っています。

中・高生の福祉体験学習（ワークキャンプ）

　「福祉の心をテーマにしたポスター」「福
祉体験学習の作文」を募集し、優秀者に対
し表彰を行っています。

愛の輪ポスター・福祉体験作文入賞者表彰式

　福祉教育に
対する啓発を
進めるため講
演会を開催し
ています。

福祉教育講演会　

福祉教育の推進

阪神・淡路大震災

記憶の伝承

愛の輪運動推進委員会の活動

　高齢者や子ども、障がい者をはじめ、すべての市民が安
心して暮らすことのできる「やさしさと温もりのある社会」
づくりを進めていくうえで、市民一人ひとりが福祉を自ら
の問題として認識し、相互に助け合うことが重要です。
　ふれあいのまち KOBE・愛の輪運動は、そういった福祉

の基盤づくりを目指して、市民の誰もが福祉の心を持ち、
日頃から助け合いの精神で結ばれた良好なコミュニティの
育成を進めながら、誰もが安心し
て生きがいをもって暮らせるまち
づくりを進めていきます。

共に生きる社会を目指して、様々な障がいに関する正しい知識の取得と理解を深める取り組みを行っています。

社会貢献に取り組む会員に対して活動を支援しています。

　専門のテキストや DVD を用い
て、様々な障がいの特性を理解し、
障がいのある人もない人も等しく
安全・安心に暮らしていけるよう
講座を開催しています。

障がいサポーター養成講座

障がい者施設への支援活動

こうべ福祉・健康フェアに参加 障がい者への支援活動

障がい者への理解を深める取り組み

会員活動への支援

　市内の障がい者施設へ大型電気ポッ
トを寄贈され、利用者に喜んでいただ
いています。

東芝三菱電機産業システム(株)
同労働組合神戸支部

　市内の障がい者施設や東北の被災さ
れた障がい者施設に対し、利用者の文
化活動に役立ててもらえるよう楽器を
寄贈されています。

富士通テン ( 株 )

　障がい者施設の利用者が作った
授産製品を販売するお店を支援し
ています。

神戸ふれあい工房

　しあわせの村で、子供たちに楽しんで

もらえるよう「子どものコーナー」を設

け、様々なチャレンジゲームを提供され

ています。

　障がい者への理解と、雇
用促進を目的としたイベン
トや講演会を開催されてい
ます。

神戸労働者福祉協議会

パナソニックＡＶＣ
ネットワークス労働組合

ＩＴＰ支部

　神戸新聞厚生事業団が実施
されている「障がいのある人
の海釣り体験講座」に、ボラ
ンティアとして協力されてい
ます。

トヨタハートプラザ神戸



　地域にお住まいの高齢者と
幼稚園児等のふれあい交流事
業をしておられます。
　日頃、高齢者と関わること
の少ない園児にとっては、貴
重な話を聴くことが出来た
り、高齢者のリフレッシュに
も繋がっていたりします。

　地区内の小学校の子ども
見守り隊と協働で、主に下
校時に小学生が交通事故や
犯罪に巻き込まれないよ
う、声かけや交通安全への
啓発を進めるなど見守り活
動を進めておられます。

　地域の自治会や婦人会、行政、教育、医療・福祉関係、ボランティア、企業、労働組合などが愛の輪会員として同運動の推進に
取り組んでいます。
　現在もそれぞれの地域や団体でボランティア活動や社会貢献活動など様々な取り組みを行っており、愛の輪事業を充実させると
共に、広く市民への広報と福祉啓発を図っています。

員会輪の愛

　コミュニティ支援の一環として、
地域で暮らされている一人暮らしの
高齢者等が安心して暮らせるよう、
訪問活動を通じて安否確認など、見
守り活動を進めておられます。

　災害復興住宅にお住まいの高齢者に対し
て、毎月食事会を通じて健康づくりをはじ
め閉じこもり防止や住民同士のふれあい交
流の場としても開催されています。

復興住宅でのふれあい給食会 高齢者等への振り込め詐欺防止活動
兵庫南地区民生委員児童委員協議会 みなと銀行

　多発する高齢者振り込め詐欺の防
止キャンペーンを進めており、高齢
者が犯罪に巻き込まれないよう声か
けやチラシの配布などを通じて啓発
活動を推進しておられます。

（みなと銀行より写真提供）

安心マップ作り
つつじが丘自治会

　高齢になっても地域の中で
元気に毎日を明るく過ごすた
め、認知症講座を開催。講座
を通じて認知症のことを理解
すると共に予防も兼ねて、ま
た住民同士の交流の場として
も役立てていらっしゃいま
す。

認知症講座
月見山連合自治会

高齢者と園児との交流

通学児童への見守り活動

小部ふれあいのまちづくり協議会

篠原ふれあいのまちづくり協議会

　自治会、地区の小
学生と保護者、ふれ
あいのまちづくり協
議会の方々が 協働
で、地域の良い所、
綺麗な所はもちろん、
危険なところも表示
した、地域の方が安
心 安 全で暮らせる
マップを作られてい
ます。

ふれあいのまちづくり協議会

民生委員児童委員協議会

友愛訪問活動
神戸市の民生委員・児童委員

企　業

自治会

　全校生からボランティ
アを募って、お祭りの手
伝いなど地域から寄せら
れた様々な要望に応える

「たすけ隊」という取り
組みをされています。
　この活動を通じて、奉
仕の精神を育むととも
に、地域とのつながりも
強化されています。

　「花のまち緑のこうべ」を
目指して、婦人会員の方々が
お花の世話を通じて神戸の街
を美しい花で飾るハミング広
場の活動をすすめられていま
す。
　街角で四季折々の綺麗な花
を目にした人が、心も安らぐ
ような、美しいまちづくりに
大きく貢献されています。

　獅子舞、龍舞によるボ
ランティア活動「龍獅團」
を結成して、様々な地域
の行事への参加・協力を
進めています。
　迫力のある龍舞の演舞
は圧巻で、国際大会にも
出るなど顕著な活躍をさ
れています。

　２つのハートの組み合わせでふれあ
いを表現し、人の形の中に神戸市章の
イメージも取り入れ、赤のカラーでソ
フトにやさしさとふれあいのある福祉
社会を表現したものです。

　地域の自治会や婦人会、行政、教育、医療・福祉関係、ボランティア、企業、労働組合などが愛の輪会員として同運動の推進に
取り組んでいます。
　現在もそれぞれの地域や団体でボランティア活動や社会貢献活動など様々な取り組みを行っており、愛の輪事業を充実させると
共に、広く市民への広報と福祉啓発を図っています。

員会 の取り組み

地域のボランティア

高齢者・障がい者への生活支援 地域との交流

獅子舞、龍舞によるボランティア活動

花で飾る街の美化活動(ハミング広場)

KOBE在宅ケア・ボランティアグループほほえみ 市立北神戸中学校「たすけ隊」

市立兵庫商業高校「龍獅團」

神戸市婦人団体協議会

　社会貢献の一環とし
て、市内の児童福祉施
設の子どもたちと一緒
に例年餅つきを通じて
のふれあい交流活動の
他、地域の環境美化の
ため清掃活動もされて
います。

　特別養護老人ホームに
おける夏祭りや遠足など
のイベントの協力の他、
一年を通じて、施設の利
用者に寄り添ったボラン
ティア活動を継続的にさ
れています。

　高齢者や子ども、障がいの有無にかかわらず、共に暮
らしていける地域社会づくりを進めるため、高齢者や障
がい者への家事援助、外出介助、子育て支援、施設・団
体への行事協力など幅広い活動をされています。

地域へのふれあい交流活動

老人施設へのボランティア活動

関西電力労働組合　神戸支店支部

NTT労働組合　兵庫県グループ連絡会

婦人会

愛の輪シンボルマークについて

学　校

労働組合



「ふれあいのまちＫＯＢＥ・愛の輪運動」への入会のお申し込み・お問い合わせは下記までご連絡下さい。

福祉の心を育む
市民運動にあなたも参加してみませんか?

事務局 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 広報交流部

所在地 〒 651-0086 神戸市中央区磯上通３-１-32

電　話 （０７８）２７１－５３０６ F A X （０７８）２７１－５３６５

ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動推進委員会

ふれあ
いのまちKOBE・愛の輪運動

会員募集中！

市民の皆さまが「ともに生きる住みよい KOBE」を目指すこの運動に参加しませんか？
ふれあいのまち KOBE・愛の輪運動推進委員会では、この運動の趣旨に賛同し、一緒に推進いただける団体
を募集しています。

働く場で……

家庭や地域の暮らしの場で……

学びの場で……

福祉・医療、行政の場やボランタリーな活動グループ・団体で……
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