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会いたかった Yes! この人
野村 真波さん

（看護師 /パラリンピックロンドン大会 水泳日本代表選手）



（株）いくせい
（Ｓ６２年設立）

（福）神戸育成会
（Ｓ17年設立）

（福）新緑福祉会
（Ｓ54年設立）

～世代を超えてつなぎあい支えあう地域へ～
（一社）神戸市手をつなぐ育成会（Ｓ3２年設立）

出会えたら
素敵ですね

25th
Anniversary

株式会社 いくせい

現在、200名の知的障がい者社員が元気に働いています。
以上３つの目標のもとに、(株)いくせいは福祉企業として設立されました。

1.知的障がい者の働く場の創出拡大
2.安定した就労を図り、知的障がい者の社会参加を促進
3.事業活動によって生じた利益を障がい者福祉に還元

営利でなく、慈善でなく、相互扶助のもと
知的障がい者の就労福祉に尽くすこと（一社） 神戸市手をつなぐ育成会

会員数1,100余名 /賛助会員数200名
（一社）神戸市手をつなぐ育成会 TEL．078-515-5242  FAX．078-515-5244

〒653-0014 神戸市長田区御蔵通4-205-2 育成会会館1階

神戸市手をつなぐ育成会では、新しい福祉の時代に知的障がい者（児）
が取り残されないよう、お手伝いができる組織として、色々な事業を
進めています。お子様の悩み、親の悩みを一緒に考えてくれるすばら
しい仲間が、皆様のご入会をお待ちしています。　
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障がいのある方の自立や社会参加を応援しています特集1
神戸市社協（神戸市社会福祉協議会）では、障がいのある方々が、生きがいや安心感 をもって地域で共に暮らせるよう、積極的な支援活動を行っています。

このほか、図書館だよりの発行、「広報こうべ」の点字版・テ－プ版の発行、
新しい読書機やＰＣの操作体験会も開催しています。詳細はお問い合わせ
ください。※サービスを受ける場合は利用者登録（無料）が必要です。（兵庫県内在住の方のみ）

貸出、返却の郵送サービスもあります。
m点字・録音図書の貸出

読み書きサ－ビスは、火・金曜の13:00 ~15:30。受付は15:00まで。１人１
時間以内。予約不要。対面朗読は、１週間前までに要予約。１人２時間まで。

m希望する図書・新聞・雑誌などの朗読や代筆

火曜の13:30～15:30。利用条件がありますので詳細はお問い合わせください。
m中途失明された方への点字講習

図書の閲覧や視覚障がい者用機器の使用（要予約）ができます。
m利用者コーナー

を応援します学び

TEL: 078-351-0942（代表）  078-351-3251（貸出）　FAX: 078-351-4781
開館時間：月曜～金曜 9:00～17:00 / 休館日：土日祝、年末年始、図書整理期間

〒650-0016  神戸市中央区橘通3-4-1 市立総合福祉センター内

TEL: 078-271-5307　FAX: 078-271-5365
開室：月曜～金曜 10:00~18:00 / 閉室日：土日祝、年末年始、図書整理日

〒651-0086  神戸市中央区磯上通3丁目1-32  こうべ市民福祉交流センター2階

視覚に障がいがあり、普通の文字を読むのが困難な方を対象に、
次のようなサービスを用意しています。

福祉への関心を高めたり、福祉に関する仕事の専門性を高めてもらうための情
報を収集し、提供している図書室です。閲覧のほか、図書・ビデオの貸出も行っ
ています。貸出には、「福祉ライブラリーカード」（無料）が必要。カード作成に
は、本人確認ができる書類を持参ください。どなたでもご利用いただけますの
で、お気軽にお立ち寄りください。

―視覚に障がいがある方々のための図書館―▪神戸市立点字図書館

を応援しますスポーツ活動

TEL: 078-271-5330　FAX: 078-271-5367

〒651-0086  神戸市中央区磯上通3丁目1番32号  
 こうべ市民福祉交流センター 4階

障がいのある方のスポーツを振興することで、機能回
復や健康増進を図り、社会的自立と社会参加を促進し
ます。活動の内容は、障がい者スポーツの普及啓発、指
導員の養成、スポーツボランティアの派遣、大会の開
催・開催助成、全国大会等への選手派遣・参加助成など。
市民福祉スポーツセンター（中央区）・しあわせの村（北
区）で、卓球・バトミントン・水泳・車いすテニス・シッ
ティングバレーボール・体操・ダーツなど、さまざまな
スポーツの教室を開催しています。

―障がいのある方にスポーツを楽しむ機会を提供―▪神戸市障害者スポーツ振興センター

―福祉の専門図書室―▪市民福祉大学 福祉ライブラリー

を応援しますものづくり

TEL: 078-367-5321　FAX: 078-367-5322
営業時間：平日11:00～19:00 / 土日祝11:00～20:00 
 原則として第３水曜休み（月により変更あり）

〒650-0044  神戸市中央区東川崎町1-2-3 デュオこうべ浜の手

障がいのある方たちが働く施設・事業所の手づくり商品専門
ショップ。焼き菓子、キッチン雑貨、和雑貨、ビーズアクセサ
リー、さをり織り、愛犬グッズなど、温かさの感じられる品々を
取りそろえています。ぜひ一度お立ち寄ください。

―障がいのある方の自立と社会参加を目ざすショップ＆ギャラリー―▪神戸ふれあい工房

を応援します音楽活動

TEL: 078-271-5306お問い合わせ▶ 神戸市社会福祉協議会  広報交流課

神戸市社会福祉協議会では、毎年12月に「こうべ障害者音楽フェ
ア ジョイフルコンサート」と「愛の輪 ふれあいコンサート」を開
催しています。どちらのコンサートも、障がいのある方の音楽活
動の発表の場として、また、障がいのある方と家族が上質の音楽
にふれる場として、そして、参加者すべての人が感動を分かち合
える場としてたくさんの方に親しまれています。
音楽を通して、思いやりや助け合いの心を育む「愛の輪ふれあい
コンサート」では、ふれあいのまちＫＯＢＥ 愛の輪運動推進委員
会の会員（企業）から障がいのある方々の音楽グループへの楽器
の寄贈も行われています。

―障がいのある方に音楽活動の発表の場を提供―▪コンサートの開催
図書館入口

シッティング
バレーボール

福祉関連の
資料が並ぶ

図書室

音訳ボラン
ティアの様子

ジョイフル
コンサート

愛の輪
ふれあい

コンサート

多くの品々が
並ぶ店内

点訳ボラン
ティアの様子

バランス
ボール

点字図書
と

録音図書



しあわせの村 ボランティア募集
̶ 楽しいイベントを共に企画·実施しませんか！̶

おはなしの会、デイキャンプ、おばけ屋敷、
料理・工作教室、写生会、ハイキング等

申 込 先
締　  切

申込方法

神戸市北区しあわせの村 内　
（財）こうべ市民福祉振興協会 事業推進課

4/25（木）
〒651-1102

TEL:078-743-8092 /FAX:078-743-8180

説 明 会 4月28日（日）10:00～

説 明 会 4月29日（月祝）14:00～

①ユースボランティア（大学·短大·専門学校生のみ）

②社会人ボランティア（主婦·高齢者を含む18歳以上）
電話 ·FAX · はがきに①名前②住所③電話番号
④ユースか社会人かを記入し下記に送付
または WEB (www.shiawasenomura.org) にて。

要申込

要申込

4 5

再び前向きな気持ちになれたのは
神戸の人 と々の出会いがあったから
交通事故で右腕を失って…
静岡生まれの静岡育ち。高校卒業後、准看護師として働きなが
ら看護学校に通っていた20歳の時、中型バイクで交通事故
に遭いました。

「激痛に苦しみながらも『腕は切らないで』と訴えました。腕を
失くしたら看護師にはなれない、もう普通の生活はできない、
と思い込んでいたんです」と話す野村真波さん。

しかし「切らないと、も
う間に合わない」と医師
からの最後通告を受け、
右腕を肩から切断。その
後、最先端の技術で“看
護師専用の義手”をつく
るため、兵庫県立リハビ
リテーション病院に転
院しました。

「その頃の私は、他人に
自分の姿を見られるの
がイヤで、外出もせずに
ふさぎこんでいました。
そんなある日、病院の先

生に勧められて“こうべ市民福祉交流センター ”のプールに
行ったんです」。そこで見たのは、障がいがある人たちが一生
懸命に泳ぐ姿。神戸楽泳会との出会いでした。

「私も泳いでみたい…と思って水に入ったら、意外にもすんな
り泳げたんです」と瞳を輝かせる野村さん。「あの時、神戸の
人たちが『一緒に泳ごう！』と声をかけ、励ましてくれたから、
再び前向きな気持ちになれました」と話します。

日本初の義手の看護師に
静岡に帰り復学。肩甲骨を動かして義手のフックを開閉させ、
注射や点滴をする練習をし、正看護師の資格を取得すると「働
くなら神戸で。神戸の人と街にぜひ、恩返しをしたいから」と、
神戸の病院に就職。日本初の義手の看護師が誕生しました。
同時に、水泳の猛練習もスタート。働きながら練習を重ね、み
るみるうちに上達。23歳のときにパラリンピック日本代表
選手に選ばれ、北京、ロンドンと2大会に連続出場しました。

「トップアスリートが集まる舞台に日の丸を背負って立てた
のも、一度はあきらめかけた看護師になれたのも、支えてくれ
る人たちがいたから。もう障がいを隠そうとは思いません。
堂々とありのままの自分でいたいから。これからも謙虚な気
持ちを忘れずに、努力と挑戦を続けます」。

野村 真波 さん
1984年10月8日静岡市生まれ。静岡県立清水西高校
で准看護師の資格を、県医師会看護専門学校で正看護師
の資格を取得。神戸百年記念病院勤務。神戸楽泳会所属。
パラリンピック水泳日本代表選手。北京大会で100㍍
平泳ぎ4位。ロンドン大会で8位入賞。兵庫区在住。※神
戸楽泳会＝神戸市障害者スポーツ協会が主催する水泳
教室の卒業生を中心に平成元年に結成されたチーム。

〒 657-0011
神戸市灘区鶴甲 2-15-1

紹介者  ひまわり学園

① りんごは皮をむき、薄いいちょう切りにして塩
水に漬ける（変色を防ぐため）

② ボウルに卵と砂糖を入れて泡だて器でよく混
ぜ、サラダ油を加えてさらに混ぜる

③ ②にホットケーキミックスを加え、ゴムべらで
さっくり混ぜ①のりんごを水切りして混ぜる

④ 天板にオーブン用ペーパーを敷き③を流し入
れ、表面を平らにならす

⑤ 170℃のオーブンで30分焼く。粗熱がとれた
ら好みの大きさに切る

⑥ 盛り付けの際に粉砂糖を振りかける

◦ホットケーキミックス…… 200 ｇ
◦りんご……………………… 2 個
◦卵…………………………… 2 個
◦砂糖………………………… 100 ｇ
◦サラダ油…………………… 70ml

材 料

作り方

ひまわり学園は、神戸市東部地域の児童発達支援センターです。「給食のデ
ザートに、食べやすくて栄養のあるおやつを出しています」と、調理師の村
上真緒美さんと木口和美さん。ホットケーキミックスを使うので手早くで
きて、仕上がりはしっとり。りんごのほのかな香りが漂います。

看護師として働きながら国内外の大会に出場しています

りんごをパイナップル（缶詰でもOK）に代えても美味しくできます

会いたかった この人

みんな大好き

りんごのケーキ
季節の人気メニュー

【楽器の寄贈】 富士通テン（株） 【セラピードッグによる慰問】 関西電力（株）神戸営業所

富士通テン社会貢献基金は、神戸市社会福祉協議会を通じ、市
内の社会福祉施設等に楽器を寄贈し、障がい者の文化（音楽）活
動の発展に貢献しています。今年度は、「中央むつみ会ふらわ
あず」（神戸市）に電子ドラム一式を、「手をつなぐ育成会工房
しらかば」（仙台市）にハンドベル、ミュージックパッドなどを
寄贈しました。寄贈式は12月24日に開催された「愛の輪ふれ
あいコンサート2012」で行われました。

目録を受け取る「中央むつみ会ふらわあず」の代表

【大型電動ポットの寄贈】  東芝三菱電機産業システム（株） 同労働組合神戸支部

東芝三菱電機産業システム（株）と東芝三菱電機産業システム労働
組合神戸支部は、神戸市社会福祉協議会を通じて、市内5か所の小
規模作業所に大型電動ポットを寄贈しました。今年度の寄贈先は、
北むつみ会（北区）、おばんざい菜（北区）、こはるびより（須磨区）、
サレムファクトリー（西区）、ミニなでしこ（西区）の各施設。この
活動は平成8年から続けられており、今年15年目を迎えました。

大型電動ポットを寄贈いただきました

関西電力（株）神戸営業所では、11月のお客さま感謝月間に、高
齢者福祉施設慰問を行っています。昨年の11月12日には、中央
区の介護老人福祉施設「ケアポート神戸」を訪問し、ボランティ
アグループ「シャインフット」の協力のもと、入所されている皆
さんにセラピードッグとふれあう時間を楽しんでいただきま
した。交流に参加した方々は、ぬいぐるみのように愛らしいワン
ちゃんを抱きしめて、笑顔がいっぱい。とても喜ばれました。

セラピードッグと慰問

受付風景 パーフェクトピッチング

【こうべ·福祉健康フェアに参加】 神戸労働者福祉協議会

神戸労働者福祉協議会は、神戸市社会福祉協議会からの協力要請を
受け、10月7日にしあわせの村（北区）で開催された「こうべ福祉・健
康フェア」に参加。14組合と２OB会の協力を得て、「愛の輪ふれ
あいコーナー」を担当しました。このコーナーは、わなげ・パーフェ
クトピッチング・ジャンボだるま落としなど15種類のゲームで思
い切り遊べるゲームコーナー。お天気に恵まれ、たくさんの子ども
達に楽しいゲームを提供できました。ゲームの参加料総額は、例年
と同様に神戸市社会福祉協議会ボランティア基金に寄託しました。

愛の輪会員の社会貢献活動  ふれあいのまちＫＯＢＥ·愛の輪運動
まちに広がる福祉の心特集 2

神戸市内の企業や団体が、福祉、まちづくり、環境などの分野で、寄付、物品等の寄贈、労力の提供など、さまざまな
形での社会貢献活動をしています。ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動推進委員会では、これらの活動を積極的に
応援しています。愛の輪会員の企業、労働組合による社会貢献活動の一部を紹介しましょう。

※「ふれあいのまちＫＯＢＥ·愛の輪運動」とは 問▶神戸市社会福祉協議会 広報交流部 広報交流課 TEL:078-271-5306  FAX:078-271-5365
「ともに生きる」福祉のまちづくりを目指し、「思いやり」「譲り合い」「助け合い」等の福祉の心を伸ばし育て、ボランティア活動等の実践につなげてい
こうとする市民運動です。地域組織、学校、施設、市民活動団体、行政、企業、労働組合等の多種多様な団体が会員として加入しています。会員の活動を、ふ
れあいのまちＫＯＢＥ・愛の輪運動推進委員会事務局（神戸市社会福祉協議会）が支援しています。

のむら まなみ



経営者のみなさまへ・・・

神戸市があなたの会社の
福利厚生の充実をお手伝いします。

安心・安価でお得 加入企業募集中

＊掛金は損金または必要経費扱いになります。会員になったその日からご利用いただけます。

① 安心！    神戸市が事業主体
② 安価！    従業員１人あたり１ヶ月５００円の掛金
③ 豊富なメニュー！

ご加入いただける企業は
市内に事業所がある中小企業、社会福祉法
人、医療法人等。個人企業も加入できます。
※従業員の方は全員の加入が必要です。（事
業主だけや一部の従業員だけの加入は認め
られていません）

お問合せ先・資料のご請求は

http://www.happypack-kobe.jp

公益財団法人

神戸いきいき勤労財団
神戸市勤労者
福祉共済 Tel:078-231-8189
〒651-0096　神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル10階

慶弔給付金・旅行助成・保養所助成・講座助成・各種チケットのあっせん・
スポーツクラブ・人間ドック等　
毎年1回、家族慰安会に全員無料でご招待（コンサート・観劇・映画鑑賞・

       市内観光施設等のコースから選択）
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催し·イベント情報

賀川豊彦の志を継ぐ  癒しの食空間

ていねいな手作業が生む　愛らしい小物たち

天国屋カフェ

神戸ゆめ工房

美味しい！かわいい！福祉のお店

弱い立場や痛みをもつ人々のために生涯を捧げた賀川豊彦。その志を

継ぐ「天国屋カフェ」は、中央区役所から東へ歩いて10分ほどの「賀川

記念館」に併設されています。ボランティアが運営する週3日だけのお

店で、スタッフの中には外国人や障がいがある人、今の社会に生きづ

らさを感じている人も。「いろんな人が、寄り添い、つながり、癒され

る場に」と担当の上内鏡子牧師は話します。

大きなテーブルを囲んでのランチやティータイムで、和やかなひとと

きが過ごせそう。月に一度のナイトカフェにはアルコール類とリーズ

ナブルな居酒屋メニューも登場。

神鉄丸山駅近くの長田区鶯町にある「神戸ゆめ工房」は、内職作業と布

小物を制作する男性2人、女性4人の就労継続支援(B型)事業所。昨春、

鶴美服装作業所からこの名に改名しました。

袋物、リース、壁飾りなど、どれもセンスあふれるデザインで、購入した人

がリピートすることも多いそう。布製のふくろうシリーズ、紙粘土のお

花シリーズ、桃の節句、端午の節句、クリスマスなど季節行事の額絵は、特

に人気で製造が間に合わないほど。コツコツと丁寧に指先を動かすメン

バーたち。「一緒に作業をしてくれる仲間を募っています」と管理責任者

の今北菊美さん。静かで優しい時間が流れていました。

【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） あおぞら陶芸ボランティアクラブ
連合会、平木 徹、匿名7件

（預託の部・物品口座） 鳥居薬品㈱、㈲創和ハウジング、
布のおもちゃ作りボランティアほたる、㈱神戸教育研究
所久保田学園、匿名１件

（払出の部・金銭口座） 神戸市母子福祉たちばな会、神戸
市児童養護施設連盟、ベルキッズ＆ベルキッズジュニア、
特定非営利活動法人兵庫障害者センター、真生乳児院、
神戸少年の町乳児院、御影乳児院

（払出の部・物品口座）
誕生日ありがとう運動本部、ワークホーム朋友、神戸愛
生園、神戸友生園、ホーリーツリー西部、二郎苑、ＮＰＯ
法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ

《敬称略。10月～1月分。ご承諾をいただいた方のみ掲載しています。》

ご寄付をありがとうございます
「東日本大震災支援の取り組みⅢ」を発行します

人気のランチは限定20食。
懐かしいおふくろの味を500円で。

甘い香りとともに焼き上がった
ばかりのパウンドケーキ。

▲さまざまな人が集い、語り、楽
しめる場。マジックやハワイ
アンフラなどのイベントも。
詳細はホームページで。

▲大きな窓から光が注ぐ明るい
作業所。桃の節句や端午の節
句の額絵を制作中。

ビルの4階にある賀川記念館▶

ラッピング用のフェルト
のバッグ。 各300円

紙粘土製のバラ
のリース（直径18㎝）
630円

布製リースは
420円～

ケーキセットは400円。手づくり
ケーキとコーヒーか紅茶が選べる。

T E L 078-221-3627
住 所 神戸市中央区吾妻通5-2-20 賀川記念館内

F A X 078-221-0810
営業時間 毎週木・金・土曜/午前11時～午後4時

ナイトカフェは毎月第2金曜/午後5時半～ 9時
ホームページ 検 索　 賀川記念館

T E L 078-691-0087
住 所 神戸市長田区鶯町2－1－37

※作品は、神戸ふれあい工房（デュオ神戸内）で展示販売中

F A X 078-646-2380
営業時間 午前9時～午後4時
定 休 日 土・日・祝日
ホームページ 検 索　 鶴美服装作業所

検 索　 ラブリングこうべ

神戸市社会福祉協議会では、「東日本大震災支援
の取り組みⅠ」（23年9月発行）「東日本大震災支
援の取り組みⅡ」（24年3月発行）に引き続き、震
災から丸２年を迎える今年３月に、「東日本大震
災支援の取り組みⅢ」を発行します。これは、震災
後２年間の神戸市社協 区社協の被災地への支援
活動の取り組みをまとめた記録誌です。
発行部数3万部。市内各所のインフォメーション
コーナー、各区の社協で配布します。
※神戸市社協ホームページでも内容を順次紹介していきます。

布製のふくろうの額絵、
紙粘土製の花の額絵（20㎝×30㎝）
各1,050円

東灘区自立支援協議会こども部会では、「どこに相談
したらいいか分からない」「使えるサービスが分かり
にくい」といった声を受け、障がいのあるお子さんと保
護者のための情報をまとめた冊子「まめの木」を日本
ポート産業株式会社様からの寄付金により、作成しま
した。東灘区の情報が中心とはなりますが、この冊子が
少しでもお役に立てれば幸いです。東灘区自立支援協
議会のホームページからもダウンロードできます。

【問い合わせ】東灘区自立支援協議会こども部会 事務局 東灘区社会福祉協議会 
☎078-841-4131（内線 411・413）

発行 冊子「まめの木」を発行しました

※東灘区役所・障害者地域生活支援センター・東灘区社協で配布しています。

講座 発達障害支援者サポート事業
教員、保育士、児童デイサービス職員等の専門家を対象に、ソーシャル
スキルトレーニング（SST）、TEACCHプログラム、作業療法、言語
療法、感覚運動など13種の講座を開催。
※詳しくは4月以降のこべっこランドホームページをご覧ください。

【場所】神戸市総合児童センター (こべっこランド=中央区東川崎町1-3-1)
 神戸市総合福祉センター (中央区中央区橘通3-4-1)

【問い合わせ】神戸市総合児童センター ☎078-382-1300

講座 市民福祉大学  家庭介護セミナー
5月23日、30日、6月6日、13日の各木曜 13:30～16:30
講義や実習を通じて、介護の知識から食事や排泄などのお世話方法ま
でを身につけ、介護能力の向上を目指します。介護に携わっている方、
介護に備えて学習したい方、ぜひご参加ください。

【場所】こうべ市民福祉交流センター 3階301教室・介護実習室
 （中央区磯上通3-1-32）

【受講料】4,000円（4回分）　【定員】24人
【申込・問い合わせ】市民福祉大学 ☎078-271-5300

募集 こべっこランド 社会人ボランティア募集
4月1日(月)から1年間
コンピュータールーム・造形スタジオでの活動のサポート、料理教室
や親子のひろばでの運営補助、大きなイベントのサポートなど「子ど
もたちへの遊びの支援」を行うボランティアを募集中。

【場所】神戸市総合児童センター（こべっこランド＝中央区東川崎町1-3-1）
【問い合わせ】同センター ☎078-382-1300

講座 市民福祉セミナー
おひとりさまの終活 ～私らしい生き方·終（しま）い方～

4月19日（金） 14：00～16：00
人生100年時代の長い老後では、どんなことが待ち受けているかわか
らない…そんな不意の事態にあわてず、前に進む力になるのは、日頃
から備えた知識と情報。人生をたっぷり生きて、明るく豊かに旅立つ
ための知恵を学びます。

【場所】こうべ市民福祉交流センター 3階 301教室（中央区磯上通3-1-32）
【受講料】1,000円　【定員】80人
【申込・問い合わせ】市民福祉大学 ☎078-271-5300

＊寄付をしていただいた個人・法人は、所得税・法人税の優遇措置が受けられます。

【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 ☎078-271-5306

▪神戸市社会福祉協議会からのご報告

～みなさまの善意を神戸市の福祉活動に役立てます～

催し 第52回神戸市障害者スポーツ大会
4月から5月に市内各所で開催
毎年、約1,300人が参加する神戸市の障害者スポーツの祭典。当大会
は全国障害者スポーツ大会代表選手選考会を兼ねています。参加無
料。3月1日から区役所等で申込書を配布中。

【問い合わせ】神戸市障害者スポーツ振興センター ☎078-271-5330

卓球競技 ······························ 4月14日(日) 神戸市立中央体育館
水泳競技 ······························ 5月19日(日) 市民福祉スポーツセンタープール
陸上競技 ······························ 5月26日(日) ユニバー記念競技場
フライングディスク競技 ········ 5月26日(日) ユニバー補助競技場

神戸市社会福祉協議会（各区社協）の東日本大震災に関する義援金が、寄附控除で
きることとなりました。詳細は、本会ホームページで。



車いす仕様車

来て、見て、さわって
体感しよう!!

トヨタハートフルプラザは、トヨタの福祉車両
「ウェルキャブシリーズ」の総合展示場です。

ウェルキャブを常時10台取り揃え、カタログだけではわからない実車の使い勝手や
機能・操作の確認をしていただけます。専任のスタッフがお客様一人ひとりの
ご要望にあったクルマ選びのお手伝いをいたします。
カスタマイズの相談も承ります。お気軽にご来場ください。

〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通7-1-3-2F
神戸中央郵便局西向い

たくさんのご参加ありがとうございました

京阪神のパティスリー、ショコラトリー、洋菓子屋さん、
スイーツカフェなど「甘いしあわせ」が、ぎゅっと詰まっ
た一冊。あまから手帖別冊ムック。クリエテ関西

6ページで紹介した「神戸ゆめ工房」制作の紙粘土で
つくったお花の額。額縁は木製（20×30㎝）。飾るだけ
で、玄関やお部屋が明るくなりそうですね。

「夏」から「宋」まで、中国各王朝の貴重な文物を紹介
する特別展。日本初公開の最新の発掘品を含む貴重
な文物168件が紹介されています。会期は４月７日

（日）まで。※３月25日応募締め切り後の発送とな
りますことをご了承ください。

1名様

1名様

5組10名様

VOICE投稿欄

「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。

 （2013年3月発行）
第3号

発行 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 広報交流部
 〒 651-0086  神戸市中央区磯上通 3-1-32 こうべ市民福祉交流センター
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プレゼント
〈応募締切：3月25日必着〉アンケートにご協力ください

「きずな KOBE」第3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。

⃝あったかくて、心がホッとなごむ情報誌
ですね。季節の人気メニューの「スイート
餃子」、とても美味しそうなのでさっそく
作ってみます。（Y.Yさん）

⃝３歳の息子の育児中ですが、夏に第二子
を出産予定です。身内が近くにいないの
で不安でしたが「きずな KOBE 第２
号」の特集記事で、神戸市ファミリー・サ
ポート・センターの存在を知り、少し安心
できました。（Y.Hさん）

⃝お店の紹介やイベント情報、人物紹介な
ど読みやすくて、読みごたえのある情報
誌ですね。次号も楽しみにしています。

（Y.Iさん）
⃝イベント情報をみて「福祉講演会」に参加

しました。戦場カメラマンの渡部陽一さ
んのお話、とても感動的で良かったです。
これからも、いろんな情報を載せてくだ
さい。（H.Nさん）

「きずな KOBE」では読者の皆様からの投稿を募
集しています。応募はプレゼント欄と同じ宛先にど
うぞ。掲載者には、記念品を贈らせていただきます。

お名前、ご住所（〒）、電話番号、年齢、性別、職業、今号をお読みになられたご意見、
ご感想と希望のプレゼント名を明記して、下記までご応募ください。応募多数の場
合は抽選。当選者の発表は賞品の発送に代えさせていただきます。

Eメール

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

kouhou@with-kobe.or.jp ※次号は7月発行の予定です。

【応募方法】 ハガキまたはEメールで

『第6回全国校区・小地域福祉活動サミット
in KOBE・ひょうご』は、1月12日晴天のも
と、無事終了しました。一般参加者3,250
名、登壇者・出席者・ボランティ
ア・スタッフ 等679名、総 計
3,929名のみなさまに参加、
ご協力いただきました。

『OYATSU 夢中になれる関西スイーツ315点』A

春を呼ぶ「お花の額」B

特別展「中国王朝の至宝」
神戸市立博物館

C

阿育王塔（あいくおうとう）［一級文物］ 北宋時代・大中祥符４年(1011)江蘇省南京市博物館蔵▶


