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グループ＜わ＞　SCハワイアンズの皆さん
前列左から　安田朝香さん　田村友香さん　大石富久子さん　後列左から　石田幸司さん　岡崎喜一郎さん　
神戸市北区のしあわせの村で　　撮 影  井川 宏之

年を重ねて ますます元気に
いきいきと過ごしたい !

特集 

季節の人気メニュー

きな粉わらびもち
催し・イベント情報 ほか

読者アンケート＆プレゼント

美味しい！かわいい！ 福祉のお店
コミュニティカフェ Rico
神戸光の村授産学園

会いたかった Yes! この人

藤井茂美さん （ ㈱ファミリア デザイナー）
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年を重ねて
ますます元気に
いきいきと過ごしたい！

特 集

住み慣れた街で、いつまでも元気にいきいきと過ごしたい。
そのためにも何かを始めたい！誰かの役に立ちたい！
そう思っているシニアの皆さんを神戸市社協（神戸市社会福
祉協議会）が応援します。

“子育ての応援をしてほしい人”と“子育ての応援をしたい人”の
出会いをお手伝いする「神戸市ファミリー・サポート・センター」。
子育て中の家族を一時的、臨時的に地域の人が応援する会員同士
の相互援助活動です。
「仕事が忙しくて幼稚園・保育園のお迎えに間に合わない」「急な
用事で外出することになった」「ちょっとリフレッシュしたい…」。
そんなときに、ご自宅で子どもを預かってくれる「協力会員」を募
集しています。

市内６か所の拠点児童館（魚崎、有野、落合、小束山、原田、有瀬）
では、通常の児童館活動のほかに、こべっこランドと連携した子
育て専門講座を実施しています。
この講座に参加する保護者のお子さんを児童館内で預かり、子育
てを地域で応援するのが“子育てシニアサポーター ”です。
登録している子育てシニアサポーターは、50歳代、60歳代中心
の88人。サポーターの募集状況などは最寄りの拠点児童館にお
問い合わせください。

対象はこんな人

対象はこんな人

問い合わせ

問い合わせ

⃝市内在住で、心身ともに健康で保育に熱意をお持ちの方

⃝自宅で子どもを預かることができる方

⃝講習会（3日間12時間　無料）に参加できる方

⃝心身ともに健康で子どもが好きな方

⃝子育て経験があり、
　子育て中の方を応援したいと思う方
⃝養成講座（4回　無料）を受講できる方

神戸市ファミリー・サポート・センター
（中央区磯上通3-1-32）
℡271-5545　月～金曜日　9:00 ～17:00
土日祝日、年末年始は休み。

魚崎児童館	 ℡453-2662
有野児童館	 ℡987-2010
落合児童館	 ℡791-7644

小束山児童館	 ℡795-4789
原田児童館	 ℡801-5205
有瀬児童館	 ℡974-6318

▪ファミリー・サポート協力会員

▪子育てシニアサポーター

子どもが好き　子育てを応援したい！

習い事の送迎をしたり自宅で預かったり

小束山児童館で赤ちゃんの世話をする「子育てシニアサポーター」
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「市民後見人」とは、判断能力が十分でなくなり、各種契約や財産管理を
ご自身でするのが困難になった方が、住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、生活を支援していく親族以外の市民による後見人のことです。
「神戸市成年後見支援センター」では、将来「市民後見人」として活躍でき
る方を養成するために定期的に市民後見人養成研修を実施しています。

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）では、
認知症等により判断能力が低下し、ご自分ではお金の管
理ができなくなった方から通帳・印鑑をお預かりし、各
種の支払いを代行したり、生活費をお届けしたりします。

「市民福祉大学」では、市民の方々の福祉意識の向上や知
識・技術の習得に向けて、福祉や介護に関する様々な研
修や講座を開催しています。
例えば、市民の皆さんの関心の高いテーマで企画する
「市民福祉セミナー」や家庭での介護の知識と技術を学
ぶ「介護セミナー」のほか、ボランティア活動を始めたい
方には「手話基礎課程」「朗読入門講座」「点訳入門講座」
などテーマ別のボランティア講座を。また、地域で活動
している方には「民生委員児童委員研修」「心配ごと相談

「生活支援員」は、ご自宅等で待つお年寄りを月１～２回
訪問し、生活費を届けるとともに、お話を聞きながら寄
り添い、生活の変化を見守るなどの活動をします。現在
129名が登録し100名が活動しています。

所相談員研修」「給食会活動研修」など各種の講座・セミ
ナーを用意しています。
受講後、地域活動やボランティア活動に参加されている
方もたくさんいらっしゃいます。

対象はこんな人

対象はこんな人

対象はこんな人

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

⃝申し込み時に70歳未満で神戸市在住の方
⃝高齢者や障がい者への理解と熱意があり、心身ともに健康な方
⃝養成研修（4回　500円）を修了した方

⃝	福祉に関心を持っている方、ボランティア活動に参加している
方、もしくは始めようとする方、地域活動に関わっている方

⃝センターが実施する市民後見人養成研修（全日程）を終了すること
⃝市民後見人候補者としてセンターに登録すること
※研修受講には、一定の条件があります。

神戸市成年後見支援センター（神戸市中央区磯上通3-1-32）
℡271‐5321　月～金曜日　9:00～17:00
土日祝日、年末年始は休み。

こうべ安心サポートセンター（神戸市中央区磯上通3-1-32）
℡271‐3740　月～金曜日　9:00 ～17:00
土日祝日、年末年始は休み。

市民福祉大学（神戸市中央区磯上通3-1-32）
℡271-5300　月～金曜日　9:00～17:30
土日祝日、年末年始は休み。

▪市民福祉大学で学びませんか

▪市民後見人

▪生活支援員

地域で人の役に立ちたい

困っているお年寄りを支えたい

市民後見人の第一号　大濱 勉さん
「私の残された人生で何ができるか、を
考えたとき、個人での社会貢献として
“市民後見人”を選びました。成年被後
見人の生活、人生を守る活動には苦労
もありますが、まさに“地域における福
祉の担い手”であり、天職だと感じてい
ます。これから市民後見人をめざす方
には、使命感と責任感、そして自信を
もって取り組んでほしいですね。苦労
の先には必ず喜びがあります」。

手話講座の様子



〒651-1102 神戸市北区しあわせの村内　℡078-743-8200㈹   一般財団法人 神戸在宅ケア研究所

限りなく人にやさしい　保健・医療・福祉を提供

神戸リハビリテーション病院（しあわせの村内）
（しあわせの村内）リハ・神戸介護老人保健施設

老人健康センター（神戸市中央区日暮通）

内科、神経内科、リハビリテーション科、放射線科診療科目 老人保健施設 こうべ　地域リハビリテーションセンター
℡078-743-2948 ℡078-743-8500 ℡078-242-5592※医療機関からの紹介が必要です
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年を重ねて ますます元気にいきいきと…特 集

シルバーカレッジの卒業生の多くは、
3年間に学んだ成果を社会で生かそう
とボランティア活動をしています。
「NPO法人	グループ〈わ〉」は、会員数
1300人のグループ。昔遊び、マジッ
ク、音楽系など60ものサークルがあ
り、福祉施設や児童館、小学校などで活

しあわせの村（北区）は、子どもからお年寄り、障がいのあ
る方まで、誰もが楽しめる総合福祉ゾーン。その一角に建
つのが神戸市シルバーカレッジです。
ここは、市内在住の57歳以上の方を対象とした生涯学習
の場。健康福祉、国際交流・協力、生活環境、総合芸術の4
コースがあり、学習期間は3年間です。
「学生は60歳代、70歳代の方が中心ですが、今年は85
歳の方も入学されました。地域活動やボランティアに関

「神戸在宅ケア研究所」は、「神戸市医師会」「こうべ市民福祉振
興協会」「神戸市」の三者が協力して昭和62年に設立。訪問看護
等の在宅ケア事業や神戸リハビリテーション病院、介護老人保
健施設の運営などを通じて、市民の皆さんの健康の増進、福祉の
向上を図っています。

動をしています。
一昨年の3月からは、東日本大震災の
被災地支援にも取り組み、3次にわた
りチームを派遣。仮設住宅などで交流
を重ねてきました。この活動が認めら
れ、今年3月には厚生労働大臣感謝状
が授与されました。

心のある方に入っていただき、ここで得た知識や経験を
地域や社会に還元していただきたい」と話すのはカレッ
ジマネージャーの糸原邦彦さん。毎年2月初旬に学生募
集があります。
取材に訪れた午後にも、教室での講義受講のほか、園芸実
習やクラブ活動などに熱心に取り組む皆さんの姿が見ら
れました。

※�シルバーカレッジのパンフレットを
ご希望の方は郵送もしますのでご連
絡下さい。

問い合わせ
℡743-8100　FAX743-8103

ホームページ 検�索　 神戸市シルバーカレッジ

ホームページ 検�索　 グループわ

しあわせの村内に建つ緑豊かなキャンパス合唱の自主練習をする総合芸術コースの皆さん

宮城県女川町の仮設住宅で
被災された方と銭太鼓の演奏を（平成24年7月）

経験や知識を地域社会に還元しよう

卒業後も仲間とボランティア活動を

在宅ケア事業、施設の運営を通じて福祉の向上を

神戸市シルバーカレッジ

グループ 〈わ〉

在宅ケア
事業

一般財団法人神戸在宅ケア研究所
地域包括支援センター
魚崎南部あんしんすこやかセンター ℡452-6830
新開地あんしんすこやかセンター ℡577-1445
しあわせの村あんしんすこやかセンター ℡743-8208

訪問看護ステーション
東灘しあわせ訪問看護ステーション ℡452-6772
しあわせ訪問看護ステーション ℡242-5454
兵庫しあわせ訪問看護ステーション ℡515-5252
西部しあわせ訪問看護ステーション ℡787-7201

居宅介護支援事業所(えがおの窓口)
東灘ケアプランセンターほくら・くるる ℡452-6960
しあわせ訪問看護ステーション ℡242-5614
兵庫しあわせケアプランセンター ℡577-1448
しあわせの村在宅支援センター ℡743-8512
西部しあわせ訪問看護ステーション ℡787-7565
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この道40余年 美しく凛としたその生き方は
好きな仕事をし続ける喜びと充実感のたまもの
手芸好きな主婦がデザイナーに
紺や赤のデニム地に子どもや動物、果物のアップリケが施さ
れた手提げバッグ。女子中高生が持っているのを見かけたこ
とのある方も多いのでは？	
40年以上も前に、楽譜を入れるレッスンバッグとして発売
された、このデニムバッグ。デザインを手掛けているのが、
藤井茂美さんです。
「手芸が大好きで、主婦業と子育てのかたわら自宅で小物を

つくっては楽しんでいたんで
す。そんな姿をみた知人が紹
介してくれたのがファミリア。
32歳のときでした」。最初は、
指示された通りに家でアップ
リケや刺しゅうを施していた
藤井さんが、誘われて入社した
のは5年後。ご主人を亡くし
たことがきっかけでした。「そ
のまま家にいたら、いつまでも
悲しんでくよくよしていたで
しょうね。仕事があったから、
立ち直ることができました」。

創始者の坂野惇子さんからは“自分の子に持たせるつもりで
つくりましょう”と指導を受け“丈夫さ”と“安全性”を心が
けてきたそうです。

物語のあるデザイン
藤井さんの図柄には表情や動きがあり、物語のワンシーンの
ようにも見えます。「ご覧になった方が、想像力をふくらま
せ、そこから会話が始まるような、少し遊びのあるデザイン
にしているの」。
仕事場で、実際にデザインするところを見せていただき驚き
ました。
まるで切り絵師のように器用にハサミを動かす藤井さん。色
とりどりのフェルトから魔法のように少女とリンゴ、アヒル
が次々と生まれ、布の上で遊び始めたのです。「絵を描くので
はなく、直接布を切って置いていく。この方法は創業者のひと
り、田村江津子とのやりとりでうまれた、独自の発想方法。今
は30歳代の後輩たちが私に習い、継承してくれています」。
趣味は読書と陶器の人形あつめ。休日は、写真集や画集を眺
めて過ごすことが多いそう。「健康のためにしていること？
特にありませんね。職場で若い人たちの中に入れてもらい、
好きな仕事を続けていることが元気の源かしら」。

藤井 茂美 さん㈱ファミリア
手芸デザイナー
1932年１月30日兵庫県生まれ。兵庫県立第三神戸高
等女学校（兵庫県立御影高校の前身）卒業。32歳のとき
に（株）ファミリアの手芸加工者となり、デニムバッグを
含む手芸全般の生産に携わる。その後、手芸全般の企画
に携わる契約社員として同社に入社。毎年2回発表する
3~4パターンのデニムバッグのデザインをはじめ、多く
の手芸デザインを手掛ける。東灘区在住。81歳。

〒657-0855	神戸市灘区摩耶海岸通2-3-14

紹介者  はっと保育園

①	わらびもち粉、砂糖A、水を鍋に入れ、粉
と砂糖が溶けるまで混ぜる。

②	①を弱火にかける。乳白色の液体が透明
になってねばりがでるまで、しゃもじで
鍋底からしっかりとゆっくり混ぜる。

③	②を水に放し、一口大に切る。
④	食べる直前に、皿に盛りつけ、きな粉と
砂糖Bをまぜたものをまぶす。

◦わらびもち粉……………… 100ｇ
◦水…………………………… 550㏄
◦砂糖A……………………… 40ｇ

◦きな粉……………………… 40ｇ
◦砂糖B……………………… 20ｇ

材 料

作り方

「無農薬、無添加の食材を取り寄せ、週に4日は手づくりのおやつを出しています」と話す

のは栄養士の岩渕まり子さん。就学前の子どもたち約100人が通う同園では、特に食育

に力を入れ、月に一度は給食に郷土料理や世界の料理を出しているそう。夏の定番おやつ

は、栄養たっぷり、みんなが大好きな“きな粉わらびもち”。鍋底にこびりつかないよう、弱

火で7~8分かけてゆっくり混ぜるのがコツです。

デニム地にファミリアカラーのアップリケをデザイン

つるつるとした冷たい“きな粉わらびもち”は、暑い日にぴったりなおやつ。

会いたかった この人

みんな大好き

きな粉わらびもち
季節の人気メニュー

ふじい もみ

経営者のみなさまへ・・・

神戸市があなたの会社・お店の
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）



ご自分へのご褒美に

ロングライフ神戸青谷 塩屋
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入居されたその日から、

はいかがですか？

ホームのすべてがあなたのご自由に―
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センスあふれる明るいカフェ

木のぬくもりが伝わるクラフト作品

コミュニティカフェ Rico

神戸光の村授産学園

美味しい！かわいい！福祉のお店

今年２月にオープンしたばかりのコミュニティカフェRicoは、明るくお
洒落な喫茶店。社会福祉法人かがやき神戸の多機能型就労支援Ｂ型の事
業所で、ミニなでしこが運営しています。
「Rico（リコ）は、スペイン語で“おいしい”という意味。地域の皆さんに、
おいしいお茶とお食事で豊かな時間を過ごしていただけたら」と話すの
は橋本崇世さん。精神保健福祉士として、心の病と共に生きる人たちの
就労支援をしています。
店内には、芸大とのコラボレーションで造られた柔らかなフォルムの椅子
やテーブルが置かれ、さりげなく飾られた花や小物にも心が癒されます。

豊かな緑に包まれるように建つ神戸光の村授産学園。木工と製菓の指導
をしている全寮制の施設です。
木工の工場でつくられているのは、動物や魚などをモチーフにしたクラフ
ト製品。ブナやタモなどの木材を切り、型紙にそって電動ドリルや糸ノコ
を器用に動かし成形し、サンドペーパーでていねいに磨いて仕上げます。
木工部作業指導員の藤本俊亮さんは「一生懸命つくった製品が売れ、新
たな注文をいただくことで、生徒たちは働くことの意味や喜びを感じて
います」と話します。オリジナルグッズや文字入りの記念品、名札などの
製作の相談にも応じてくれます。

ランチタイムは11時半～。大好評の500円
ランチは限定20食。夕食弁当の宅配も。

手づくりケーキは日替わりで。
ドリンクとセットで400円～

▲明るい店内。気軽に入れ
て、思い思いの時間が過
ごせそう。

▲広々とした木工の工場

手づくりクッキーが添えられたカフェ
オーレは350円。ドリンク類は300円～

T E L 926-1170
住 所 神戸市西区王塚台7-39

F A X 926-0090
営業時間 午前10時～午後3時

ホームページ 検�索　 かがやき神戸

T E L 950-5101
住 所 神戸市北区淡河町木津383

※製品は神戸ふれあい工房、水族園、動物園、道の駅淡河、道の駅みきなどで販売中

F A X 950-5135

定 休 日 土・日・祝日

ホームページ 検�索　 神戸光の村授産学園木のおもちゃ　各1800円（税別） 動物ペン立て　各300円（税別）

▶電動糸ノコや電動ド
リルを器用に使いこな
して、ていねいにつく
ります。



プレンティ

ポートアイランドビル 北埠頭ビル

神戸キメックセンタービル 神戸国際交流会館

セリオ

ユニバープラザ

須磨パティオ

リファーレ横尾

名谷センタービル
西神南センタービル

キャンパススクェア

西神センタービル 西区民センタービル

お客様に便利で潤いのあるくらしを提案

多様なニーズに応じたビジネス空間の提供

株式会社 神戸ニュータウン開発センターと財団法人 神戸市開発管
理事業団は、平成24年10月1日に経営統合し、株式会社OMこうべ 
としてスタートしました。

7

催し·イベント情報

【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)大正銀行、匿名6件
（預託の部・物品口座）中塚須美子、ネッツトヨタ神戸(株)、日本興亜損害保
険(株)、匿名１件
（払出の部・金銭口座）本人学習グループ「てとて」、ハートでアート、家庭養護促進協会
（払出の部・物品口座）萌友－foryou、神戸市知的障害者福祉施設連盟・神戸
市身体障害者施設連盟・神戸市老人福祉施設連盟加盟・神戸市児童養護施
設連盟加盟施設

【社会福祉推進基金】
株式会社フリアンド、株式会社原田パン、株式会社ドイツ商事	ローテ・
ローゼ、TAKAMIOKAKI、あかし玉子焼ひろめ隊、レストランTUTU、
ミドリカフェ、株式会社Café	de	Paris、新長田	中華食堂	房's、神戸肉流
通推進協議会、兵庫栄養調理製菓専門学校、ヒーローズサロン、FEVES	
KOBE
《敬称略。2月～5月末分。ご承諾をいただいた方のみ掲載しています》
不要入れ歯回収・リサイクル事業（平成24年2月～平成25年2月回収分）から64,019円が善
意銀行に寄付されました。

市民福祉大学講座

7月31日（水）18:30～20:30

9月11日（水）～11月1日（金）　全5回　14:00～16:00

10月10日（木）　13：30～16：30

11月5日～平成26年3月17日 毎週火曜 全14回

9月8日と11月17日  各日曜の10:20～15:00

ボランティアグループまたはNPO団体で活動している方・これから活
動しようとしている方等を対象に会計の基礎知識について学びます。

こころに病のある方を理解し、精神保健福祉ボランティアとして活動す
るために必要な知識を学びます。市内障がい福祉関連施設での実習（1
日）を予定。

ラフターヨガを通して、楽しみながらその理論と実技を体験し、認知症
の予防や自身の心と体のリフレッシュを図ります。

英語点訳の技術を身につけ、視覚障がい者福祉を共に考えていく人材を
養成します。

介護福祉士国家試験の合格に向けた全国統一の模擬試験。全国規模での
合否予測を行います。

上記５講座の会場はいずれも

【受講料】500円　【定員】50人

【受講料】2,000円　【定員】40人

【受講料】1,000円　【定員】30人

【受講料】7,000円　【定員】20人

【受講料】5,500円(1回につき)　【定員】150人

講座 愛の輪講演会
橋 幸夫が語る介護・家族・人生観

こべっこランド中学生プログラム
～新たな自分の発見！未来への一歩を踏み出そう！～

第12回障がい者公募作品展
ハートでアートこうべ 2013

●精神保健福祉ボランティア講座

●市民福祉セミナー　ラフターヨガ（笑いヨガ）で心も体もリフレッシュ!!

●英語点訳

●介護福祉士国家試験全国統一模擬試験

●ボランティアグループ・NPO団体の会計について

7月23日（火）13：30～15：20
ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動の講演会。講師
は、東日本大震災の被災地で激励活動を続ける橋幸
夫氏（写真）。事前申し込みが必要。

【場所】神戸文化ホール　大ホール（中央区楠木町4-2-2）
【参加費】無料　【定員】2000人

申 問 	広報交流課	℡271-5306

【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）
【参加費】一部有料　申 問 	同センター	℡382-1300

【場所】兵庫県立美術館（中央区脇浜海岸通1-1-1）
問 	神戸市中央区社会福祉協議会	℡232-1447

【場所】こうべ市民福祉交流センター（中央区磯上通3-1-32）
申 問 	神戸市社会福祉協議会　市民福祉大学	℡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。

～みなさまの善意を神戸市の福祉活動に役立てます～

ご寄付をありがとうございます
神戸市内の福祉向上のため役立てています。

催し

催し

７月29日（月）～8月11日（日）

9月12日（木）～15日（日）10:00～17:00（15日は15:30まで）

夏休み期間中に、中学生向けのプログ
ラムを実施。デジタルアート、ファッ
ション、料理、ダンス、科学など。詳
細はお問い合わせください。

市内在住・在勤の障がいのある方の公募作品の展示と関連セミナー、市
内の作業所製品の製作体験コーナー、オリジナルグッズの展示・販売な
ど。主催はハートでアートこうべ実行委員会。



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7月発行）
第4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
	 http://www.with-kobe.or.jp/　TEL	078-271-5306
監修	 広報メディア研究所

この広報誌は愛の輪運動・赤い羽根共同募金の補助を受けて発行しています。
神戸市社協広報印刷物登録
平成25年第3－1号　広報印刷規格Ａ－３類

プレゼント
〈応募締切：7月31日必着〉アンケートにご協力ください

「きずな KOBE」第4号はいかがでしたか？
ご覧になった感想をお寄せください。お寄せくださっ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。

⃝パラリンピック代表選手の野村真波さん
が、神戸でお仕事をされている理由がわ
かりました。彼女のポジティブな生き方
を見習いたいです。（H.Nさん）

⃝レシピを見て、りんごのケーキをつくり
ました。おいしかったので、ホットケー
キミックスでいろいろ挑戦してみます。
（Y.Nさん）

⃝「天国屋カフェ」のイベントに参加してみ
ようと思います。「神戸ゆめ工房」の小物
もほしくなりました。（Y.Kさん）

⃝障がいのある人たちのために様々な施設
や活動が用意されていることを初めて知
り、感心しました。（M.T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、
職業と希望のプレゼント名、本誌をご覧に
なっての感想を明記して、下記までご応募
ください。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11月発行の予定です。

【応募方法】 ハガキまたはEメールで

〜第 3 号に寄せて〜

フランス王妃マリー・アントワネットが
愛用した装飾品やフランス名門貴族が受
け継いできた家宝を含む約120点を展
示。その生涯をたどる展覧会です。
兵庫県立美術館（JR灘駅下車）で、7月
6日（土）～ 9月1日（日）。当日一般
1300円。

ワークホーム緑友（北区しあわせの村内）
の工房いしぴぴで作られたランチョン
マット（32×44㎝）。工夫次第でさまざま
な使い方ができそうです。1枚420円を
2枚セットで。神戸ふれあい工房（デュオ
神戸内）で販売中。

太古より固い絆で結ばれてきた海と空。
その友情に心あたたまる絵物語。やさし
いタッチのイラストとともに、水と生物
の関係がやさしく描かれています。読み
聞かせにもお勧めの一冊。国連生物多様
性の10年日本委員会推薦。900円。 2名様

10組 20名様

「マリー・アントワネット物語展」A

ランチョンマット赤・紺2枚セットB

絵本「海と空の約束」　
作：にしたに ひろし　絵：ありむら あや

C
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3名様


