
神 戸 市 社 会 福 祉 協 議 会  福 祉 の 情 報 誌

創刊号
TAKE FREE

July.2012

特集/社協ってなに？
会いたかった Yes!この人
橋本 武 さん（元灘校国語科教諭）
季節の人気メニュー
フルーツたっぷり牛乳かん
美味しい！かわいい！ 福祉のお店
神戸ふれあい工房 /Café Selp（カフェセルプ）
催し・イベント情報 /TOPICS
読者アンケート＆プレゼント

マスコットキャラクターの「ふわぽん」を囲んで。神戸市社協のフレッシュマンたち
こうべ市民福祉交流センター１階ロビーで 1



子育ての応援をしてくれる人がほしい…1 へ
子育ての応援がしたい…1 ,3 へ
子どもが安全に遊べる場所を探している…2 ,3 へ
子どもにいろいろなことを学ばせ、情操豊かに育てたい…2 ,3へ
発達障がいの正しい理解を深めたい…2 ,3 へ
子どもにたくさんの友だちを作ってやりたい…2 ,3 へ
放課後、仕事が終わるまでの間、子どもを預かってほしい…3 へ

デイサービス（通所介護）を利用したい… 4へ
ケアプランの作成をお願いしたい…4へ
認知症について学びたい… 5へ
体が弱り、判断能力に不安が生じたときの自分の将来に
今から備えておきたい…6へ
銀行での出金など、日常の金銭管理に不安がある… 6へ
遠く離れて暮らしている独り暮らしの親の老後が心配… 6へ

将来、知的障がいがある子どもの財産管理を任せたい
… 6へ
重度の障がいがある一人息子（娘）の将来に備えたい… 6へ
障がい者施設等の商品を購入したい… 7へ
視覚に障がいがある人のための施設を利用したい… 8へ
障がいのある人が安心してスポーツを楽しめる機会が
ほしい… 9へ

地域の福祉活動に参加したい（民生委員、友愛訪問ボラ
ンティア、見守り推進員など）…10へ
社会貢献のために寄付をしたい… 11 ,12へ
ボランティアに参加したい・知りたい…10 ,15へ
福祉について学びたい…13 ,14へ
貸会議室、研修室、福祉施設を利用したい…16 ,17へ
企業・団体として愛の輪運動に参加したい… 18へ

こんなとき神戸市社協がお役に立ちます こんなとき神戸市社協がお役に立ちます こんなとき神戸市社協がお役に立ちます こんなとき神戸市社協がお役に立ちます

子育てを楽しむ暮らし

●子育て中の人を支えるために、地域の人が応援する会
員同士の相互援助活動をサポートします

●子どもたちの“遊び”や“学び”の場をつくり、心身ともに
健やかに育つようサポートします

●発達のゆっくりな子どもへの支援や子育て中の親をサ
ポートします

●地域に開かれた施設として、子どもたちの健やかな成
長を応援しています

●放課後、家庭に保護者がいない児童の一時預かりを
しています

あなたの暮らしと社協は どのようにつながっているのでしょうか

名前はよく聞くけれど、今ひとつよく分からない…

『社協』ってなに？
地域の子どもからお年寄り、障がいのある人まで、全ての人が住み慣れた地域で、
健康で、明るく、安心して暮らすことができるように、地域福祉の充実をめざし、
さまざまな取り組みを行う団体です。各都道府県・市町村に設置されています。

社会福祉協議会（略称：社協“しゃきょう”）とは・・・

特集

高齢者と支え合う暮らし

●市内5カ所（中央・北・長田・須磨・西）の在宅福祉セ
ンターを運営しています

●認知症について正しく理解するための市民向け研修
を実施しています

●判断能力が衰えてきたお年寄りの権利侵害や財産管
理について、相談から援助まで対応しています

●判断能力が低下したお年寄りが詐欺や悪質商法の被
害に遭うことがなく安心して暮らせるよう、「成年後見
制度」の活用をお手伝いします

障がい者と共生する暮らし

●知的・精神障がいがある人などの権利侵害や財産管
理の相談・援助を行い、安心して生活するためのお手
伝いをしています

●障がいがある人を保護者の代わりに見守る「成年後見
制度」の活用をお手伝いします

●視覚に障がいがある方へ情報を伝わりやすくし、社会
とのコミュニケーションをお手伝いしています

●障がいがある人の労働を支援し、社会参加を応援します
●障がいのある人がスポーツを楽しめる環境をつくり、

心身の健康と社会参加を働きかけます

地域社会とつながる暮らし

●地域のさまざまな人々が、生活課題に取り組む住民主
体活動を支援しています

●寄付や募金を受け付け、福祉団体やさまざまな福祉
事業に活かしています

●市民のボランティア参加をサポートしています
●福祉に関する多様な研修・講座などを行う、市民福祉 

大学を開催しています
●福祉活動の拠点としてスペースを提供しています
●福 祉の心を育む市民 運 動 「ふれあいのまち

KOBE・愛の輪運動」を押し進めています。

こちらへご連絡ください。
ファミリーサポートセンター
☎078-271-5545

各区社会福祉協議会
  詳しくは各区社会福祉協議会の
  ホームページをご覧ください

市民福祉大学
☎078-271-5300

総合福祉センター
☎078-351-1464

在宅福祉センター
（中央・北・長田・須磨・西）

神戸ふれあい工房
☎078−367−5321

総合児童センター（こべっこランド）
☎078−382−1300

善意銀行・共同募金・各種基金
☎078-271-5317

福祉ライブラリー
☎078-271-5307

愛の輪運動推進委員会事務局
☎078-271-5306

こうべ市民福祉交流センター（貸会議室）
☎078-271-5310

神戸市認知症研修事務局
☎078-271-5316

点字図書館
☎078-351-0942

各区児童館
（詳しくは各区児童館のホームページをご覧ください）

ボランティア基金
☎078-271-5306

ボランティア情報センター
☎078−271−5306

こうべ安心サポートセンター（神戸市成年後見支援センター）
☎078-271-3740

障害者スポーツ振興センター
☎078-271-5330
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夏のお得なキャンペーンを〈みなと〉からお届け。

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

加入協会株式会社みなと銀行
登録金融機関　近畿財務局長（登金）第22号

商 号 等

100歳でなお現役！
伝説の国語教師の健康の秘訣は？
子どものころはひんぱんに医者通い
　子どものころは、意外にも病院に通う
ことが多かったという橋本武さん。「中
学3年のとき慢性腹膜炎で3学期を棒
に振ってから、まるで病抜けしたように
元気になりました。灘校に勤務した50
年間、寝込んだ記憶はほとんどありませ
ん」。
　虚弱な幼少期を過ごしたことで、自
分の体をいたわり、無理をしなかったこ
とが、長生きに結びついたようだと話し
ます。

食事は時間をかけよく噛むこと
　10年前に奥様を亡くしてから、東灘
区の一軒家で一人暮らしの橋本さん。
身の周りのことも食事も一人でこなしま
す。「昔、苦学生で自炊をしていたので、
食事づくりは苦になりません。好きなも
のを好きなときに好きなだけ食べてい
ます」とにこやかに話します。
　インスタント食品や甘いお菓子もよく
食べるそう。「ただし、よく噛むことが大

切。普通の固さのものは100回、固い
ものは200回くらい噛み、胃腸に負担
をかけないようにしています」。

できるだけ動き、考え、目標は120歳
　50年勤めた灘校を70歳で退職した
とき、これからは悠々自適の生活を送ろ
うと心に決めていたと言います。ところ
が、あるご縁から小さな予備校の校長
を引き受けることに…。「断るつもりで出
かけて、つい引き受けてしまいましたが、
これが良かった。動くこと、考えること
が、健康維持につながりました」。
　現在も市内3か所の文化教室で源氏

物語の講義をし、家では執筆や和綴じ
本づくりに精を出す日々。講義内容や本
の構成を考えることは、最高の“脳トレ”
なのだそう。
　「チャレンジを続けること。よく考える
こと。これが私の元気の源です。今年
100歳になりましたが、目標は120歳。
この大還暦を祝えたら、これ以上幸せ
な人生はありませんね」。

（紹介者）
大慈厚生事業会 大

だい
慈
じ

保育園
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町6－2－6

〈材料…4 人分〉
●牛乳ゼリー
牛乳…250ml、練乳…大さじ4、粉ゼラチン…1袋（5g）、
水…大さじ2
●シロップ
水…100cc、グラニュー糖…60g、レモン果汁…小さじ1、
フルーツ缶…1缶、キウイ…1/2個、いちご…2個

〈作り方〉
①ゼラチンは水（大さじ２）で、軽くまぜておく
②牛乳を鍋に入れて加熱し、沸騰直前に火を止め①を
　加えて溶かす
③②に練乳を加えて混ぜる
④③を型に流し入れ冷蔵庫で30分冷やす
⑤グラニュー糖と水を火にかけ煮溶かし、シロップをつくる
⑥⑤が冷めてからレモン果汁を加え、カットした
　フルーツを漬け込む
⑦③が固まれば、⑥のフルーツを盛る

市内5センター（中央区、北区、長田区、須磨区、西区）
でお年寄りの皆さんの健やかな暮らしをサポートしてい
ます。高齢者に関する相談窓口（あんしんすこやかセン
ター）も設けています。
中央区：☎ 078-271-1294　北　区：☎ 078-592-1294 
長田区：☎ 078-611-2015　須磨区：☎ 078-736-1294
西　区：☎ 078-961-1294

在宅福祉センター
地域の子どもたちが自由に遊びに来れる児童の健全育
成を目的とした施設です。「ゆうぎ室」や「図書学習室」
を常設している他、子育て支援のための「すこやかクラ
ブ」、「なかよしひろば」や「放課後児童クラブ」（学童保
育クラブ）、「子育てコミュニティ育成事業」等も実施し
ています。詳しくは、各区児童館のホームページをご覧
ください。

各区児童館

子どもたちが遊び、学び、交流できる神戸市内唯一
の大型児童センター。プレイルーム、図書コーナー、
造形スタジオなどを常設しています。ボランティアの
育成や各種啓発講座も開設しています。
☎ 078-382-1300 

総合児童センター（こべっこランド）

貸し会議室や点字図書館があります。点字図書館
は、視覚に障がいがあり普通字を読むのが困難な人
を対象に、点字・録音図書の貸出、中途失明者を対
象とした点字教室、ご希望の資料等の点訳、音訳、対
面による朗読や代筆などを実施しています。
☎ 078-351-1464

総合福祉センター

貸会議室（⑰）、市民福祉大学（⑬）、福祉ライブラリー（⑭）、
ボランティア情報センター（⑮）、こうべ安心サポートセンター

（⑥）、障害者スポーツ振興センター（⑨）のほか、中央在宅
福祉センター（☎ 271-1294）、市民福祉スポーツセンター（指
定管理㈱オージースポーツ　☎ 271-5332）などがあります。
※お問い合わせは、2 ページ、3 ページ下の各番号の連絡先へどうぞ。
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覚えてくださいね !神戸市社協の施設
皆さんの身近にある下記の施設は、神戸市社協が市から指定管理を受けて運営しています。

きっとお役に立ちます。どんどん利用してくださいね。

『フルーツたっぷり牛乳かん』

会いたかった この人

橋本 武 さん
明治45年7月11日京都府生まれ。昭和9
年旧制灘中学校教師となる。教科書を
使わず小説「銀の匙」を3年間で読み解
く独自の授業で、生徒の学ぶ力を引き出
す。昭和59年退職。著書に85歳から9
年間かけて完成させた「現代語訳 源氏
物語」「一生役立つ学ぶ力」ほか多数。
趣味は蛙グッズの収集、短歌、俳句、宝
塚観劇など。

冷気は大敵。夏でも長袖を着用

「週に 2 回の手づくりおやつが、子どもたち
に大人気です」と話すのは、大慈保育園園
長の高橋登美子さん。「フルーツたっぷり牛
乳かん」は、夏にぴったりのおやつ。ヘルシー
でのどごしもよく、子どもからお年寄りまで、
みんなに喜ばれそうな一品です。

みんな大好き
季節の人気メニュー
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のグループ会社です。

MHIジェネラルサービシーズ株式会社

（営業種目）●ビルメンテナンス業務  ●人材派遣業務
●保安警備業務　          ●介護サービス業務
●各種セレモニー、イベントの会場設営業務 
●機械・電気設備メンテナンス業務

総合サービス会社のＭＧＳです
（お問い合わせ先）

TEL:078-671-4425 FAX：078-672-4892
HPアドレス：http://www.mgs-web.jp
〒652-0854 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番1号

兵庫県ボランティア活動保険のご案内
ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中における万が一の事故に備えるための保険
です。本制度は年間17万人を超える皆さまにご利用いただいておりますので、ボランティア
活動に従事される際には、ぜひ本制度へご加入ください。

１名500円でご加入いただけます。
 ※「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」の場合。

【お問い合わせ】
神戸市社会福祉協議会
ボランティア情報センター
TEL：078-271-5306
【取扱代理店】
㈱兵庫福祉保険サービス
TEL：078-735-0166
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険㈱
神戸支店　神戸法人営業課
TEL：078-331-8502

本制度の特徴

美
味
し
い
！
か
わ
い
い
！
福
祉
の
お
店
。

食品から木工まで市内60ヵ所の作業所の製品を展示販売

神戸ふれあい工房
JR神戸駅地下のデュオこうべ内にある「神戸ふれあい工房」。
クッキーなどの食品から、さおり織の袋物、インテリア小物、アクセサ
リー、布や木のおもちゃなどが並びます。どれもリーズナブルで手の込
んだ品ばかり。「ギフトに選んでくださる方も多いですね」と店長の野
村和美さん。お返しや景品などまとまった数への対応もしてくれます。

焼き立てパンとコーヒーのおいしいお店

Café Selp（カフェセルプ）
２年前の春に兵庫県庁２号館１階にオープンした「カフェセルプ」。障
がいがあるメンバーが明るく元気に働いています。「ちょっと一息つき
たいときに、気軽に立ち寄ってくださいね」とフロアマネージャーの
戸川将洋さん。
メニューは、コーヒー・紅茶200円、マンゴージュース250円、プチパン80円
～、手づくり焼き菓子100円、日替わりパスタ600円～、お弁当400円など。

ハンガータオル（500円）
ビーズやレースなどをあしらった、ベビー
ドレスのように愛らしいタオル

カフェセルプ弁当（400円）
兵庫県内の施設作業所で作られた手作
りお弁当は、家庭的な味で人気

木工おもちゃ（980円～）
木のぬくもりが感じられる木工の製
品は、おしゃれなインテリアにも

フェルト小物（580円～）
ふんわりやさしい手ざわりのフェルト小
物。ていねいに作られています

焼き立てパン（80円～）
店内で焼きあげる自家製パンは、同店
の看板商品

日替わりパスタ（600円～）
ランチタイムに人気。セットドリンクは
50円引きに

催し・イベント情報

TOPICS

8月29日から9月9日まで、夏季パラリン
ピック第14回大会がロンドンで開催されま
す。今年は20競技に約4200人が参加する
予定。
水泳の日本代表として参加する野村真波さ
ん（27）は、「神戸楽泳会」所属。神戸市内
の病院に看護師として勤務しながら、神戸
市民福祉スポーツセンター（中央区）のプー
ルで練習を重ねています。
北京大会では女子100ｍ平泳ぎで4位と健
闘。今大会でメダルが期待されています。

障がいのある人のスポーツの祭典
ロンドンパラリンピックを応援しよう！

須磨区社会福祉協議会移転のお知らせ ご寄付をありがとうございます
今年5月、須磨区社会福祉協議会は、須磨
区役所の移転に伴い引っ越しました。新し
い住所は、須磨区大黒町4-1-1、山陽電車・
市営地下鉄「板宿駅」から徒歩5分。※電話
は従来通り078-731-4341（代）。ファックス
は078-733-2533に変更になりました。

神戸市内の福祉向上のため役立てています。
【善意銀行】
善意銀行では、金銭、物品のご寄付を「金
銭口座」と「物品口座」にお預かりしています。
（預託の部 金銭口座）株式会社テクノ阪神、大
正銀行
（預託の部 物品口座）日本興亜損害保険株式会社
（支出の部 金銭口座）上野丘学園、神戸市児童
養護施設連盟
（支出の部 物品口座）東日本大震災で神戸市内
に避難されている皆様
【社会福祉推進基金】
神戸アミュゼ
（敬称略・1月～ 5月分　ご承諾いただいた方のみ掲載しています。）

※内容は変更することがあります。詳細については、各問い合わせ先にご連絡ください。

権利擁護・成年後見法律相談相談

8月～10月に月2回程度開催。※詳細はお問い合わせください。
認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分でない方
が、安心して生活できるよう権利擁護・成年後見制度の利用につい
ての相談会。弁護士、社会福祉士、司法書士が対応します。
【場所】こうべ安心サポートセンター（中央区磯上通3-1-32 こうべ
市民福祉交流センター 4階）
【問い合わせ】078-271-5321 成年後見支援センターへ

8月30日（木）14：00～16：00※事前に申し込みが必要です。
認知症の診断方法、新薬の話、予防に関する最新の情報や認知症
の方とのかかわり方について分かりやすく話します。
【場所】こうべ市民福祉交流センター 301号室（中央区磯上通3-1-32）
【受講料】1,000円（当日会場で）
【申し込み・問い合わせ】8月15日までに078-271-5300 市民福祉大学へ

市民福祉セミナー
「認知症を知る〜アルツハイマー型認知症を中心に〜」講座

8月22日（水）13：00～16：00
市内の障がい者福祉施設で作っている「缶
バッジ」「粘土のスウィーツ」「ビーズのブレ
スレット」「ストラップ」などを施設のみなさ
んと一緒に作ります。※当日先着順に受付
【場所】総合児童センター（こべっこランド）
（中央区東川崎町1-3-1）
【問い合わせ】078-382-1300 同センターへ

こべっこファクトリー
〜みんなで作ろう！作業所製品〜イベント

7月29日（日）～ 8月12日（日）
夏休み期間中に、中高生を対象にしたさま
ざまなプログラムを用意。料理、音楽、ダン
ス（写真）、ファッション、科学、クラフトな
ど。詳細はお問い合わせください。
【場所】総合児童センター（こべっこランド）
（中央区東川崎町 1-3-1）
【申し込み・問い合わせ】078-382-1300 同センターへ

こべっこランドの中高生プログラム
〜この夏、新たな自分を発見しよう！〜講座

温かさが感じられる製品が並ぶ「神戸ふれあい工房」

明るく開放的でアットホームな店内

（住 所）中央区東川崎町1-2-3 デュオ神戸浜の手
（電 話）078-367-5321
（営業時間）平日11:00～19:00／土・日・祝11:00～20:00
（定 休 日）原則として第3水曜日（月によって変更あり）
（U R L）http://www15.ocn.ne.jp/~fureai39/

（住 所）中央区下山手通5丁目10-1 兵庫県庁2号館1階
（電 話）078-362-3390　（営業時間）10:00～17:00
（定 休 日）土・日・祝日
（U R L）http://www.hyogo-selp.jp/cafeselp

山陽電車

昨年の講座風景

ビーズのブレスレット

傾聴ボランティア養成講座
〜高齢者施設で望まれるボランティアとは〜講座

10月4、11、18、11月8日の各木曜の13：30
～15：30。10月11日は16：30まで。
高齢者との接し方、施設で求められるボラ
ンティアとは、傾聴ボランティアを始めてみ
る…など計5回の傾聴ボランティア養成講
座。期間中2回程度、区内高齢者施設で
ボランティア体験も。
【場所】東灘区民センター会議室（東灘区住吉東町5-1-16）
【参加費】500円（別途ボランティア保険加入料500円が必要）
【申し込み・問い合わせ】078-841-6941 東灘区ボランティアセンターへ

東灘区じどうかんジャンボリー催し

９月１日（土）11：30～15：00
区内の児童館、学童保育コーナーと地域の子どもた
ち、保護者、大学生、ボランティアのみなさんが甲南
大学に集い、工作やゲームで遊びます。交流会も。
【場所】甲南大学（東灘区岡本8-9-1）
【問い合わせ】078-841-4131 内411 東灘区社会福祉協議会へ
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「きずな KOBE」では、企業等の広告を掲載しています。
広告掲載のお問い合わせは、078-271-5306 神戸市
社会福祉協議会 広報交流部へ。

プレゼント アンケートにご協力ください　
「きずな KOBE」創刊号はいかがでしたか？お読みになられたご意見・ご感想をお聞かせください。
お寄せいただいた方のなかから、抽選で下記の商品をプレゼントいたします。

橋本 武先生のサイン入り著書

『一生役立つ学ぶ力』

６ページ「神戸ふれあい工房」で販売
中のハンガータオル1枚（ブルーかピン
ク）とさしこのふきん1枚をセットで。

ハンガータオル&
さしこのふきん

神戸市立博物館「マウリッツハイス
美術館展 オランダ・フランドル
絵画の至宝」 ペア入場チケット

フェルメール、レン
ブラント、ルーベン
スなど17世紀オラ
ンダ、フランドル絵
画の珠玉のコレク
ションが来日（9月
29日～来年1月6
日）。ペア入場券計
10枚を。

〈応募締切：8月 31日必着〉

5
名様

2
名様

本誌 5ページ「会
いたかった この人」
にご登場いただい
た、伝説の国語教
師こと橋本 武先生
のサイン入り著書。
教育や子育て、日々
の生き方のヒント
が盛り込まれてい
ます。

2
名様
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来年1月12日（土）に、小・中学校区・自治会・町内会など小地域福祉活動にス
ポットを当てた全国大会を、中央区ポートアイランド内の
会場で開催します。
地域福祉・ボランティア活動に興味のある方のご参加
をお待ちしています。　
※詳細は11月発行の本誌で紹介。
問い合わせは、078-271-5317のサミット担当へ。
ホームページもご覧ください。
http://www.with-kobe.or.jp/summit/index.html

来年1月12日（土）ポーアイで「第６回全国校区・小地域
福祉活動サミットin ＫＯＢＥ・ひょうご」を開催ハガキまたはEメールで

お名前、ご住所（〒）、電話番号、年齢、性別、職業、希
望のプレゼント名（Bはご希望の色も）を明記のうえ、「き
ずな KOBE」創刊号を読んだ感想（おもしろかった記
事、希望する記事、その他ご意見など）を書き添えて下
記までご応募ください。8月31日（金）必着。当選の発表
は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【ハガキ】〒651－0086 神戸市中央区磯上通3-1-32
神戸市社会福祉協議会「きずな KOBE」プレゼント係へ
【Eメール】kouhou@with-kobe.or.jp
※次号は11月初旬に発行の予定です。

応募方法

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾り
の少女」 1665年頃
マウリッツハイス美術館蔵


