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美味しい！ かわいい！ 福祉のお店

神戸市社協 News！
読者の声＆プレゼント

表紙写真／国際交流シェアハウスやどかりで開催された「こどもワクワク食堂」

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、偏見や誤った情報に基づく不当な差別、いじめ等があってはなりません。
新型コロナウイルス感染症に関することは、公的機関が発信する情報を確認いただくとともに、人権に配慮した冷静な行動をお願いいたします。



〒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
営業時間／午前10時～午後6時
定 休 日／毎週月曜日および第2週
　　　　　火曜日（祝日の場合は翌日）

トヨタハートフルプラザ神戸
TEL.078-366-1616 FAX.078-360-0399

トヨタの福祉車両「ウェルキャブ」を実際に
さわって体感できる、常設展示場が
神戸にあります！

〈架装例〉ステッパルＳ取付

カタログだけではわかりづらい、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、お客様のご要望に適
したクルマ選びのお手伝いをいたします。
販売につきましては、ご希望の販売店を
ご紹介いたします。
カスタマイズ（架装・改造）のご相談も承
ります。

手すりやステップの追加、回転
シート、車いす収納装置の装着
などカスタマイズのご相談も！
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「きずな　 KOBE」では、企業等の広告を募集しています。
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 広報交流課へ。

この広報誌は、ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動から補助を受け発行しています。

プレゼント
アンケートにご協力ください （応募締切：令和3年4月30日(金)必着）
「きずな KOBE」第22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。お寄せいただいた方の
中から抽選で、下記の賞品をプレゼント!

名前、住所（〒）、連絡先（TEL・FAX・Eメール等）、
年齢、本誌へのご感想を明記の上、下記までご応募
ください。当選者の発表は商品の発送をもって代え
させていただきます。

読者の声

～第21号に寄せて～
VOICE

【応募方法】ハガキまたはEメールで

〒 651-0086　
神戸市中央区磯上通 3-1-32
神戸市社会福祉協議会（広報交流課）　

「きずな KOBE」プレゼント係あて
kouhou@with-kobe.or.jp

ハガキ

Eメール

今号で紹介した福祉のお店KOBE BOLEROお菓子楽団より、アーモンドクッ
キーやフィナンシェなどの焼き菓子をオリジナル包装箱に入れてプレゼント。
どんな種類が入っているかは開けてからのお楽しみ♪とってもおいしいKOBE 
BOLERO お菓子楽団の本格スイーツをぜひご賞味ください。

障害福祉作業所ボレロ KOBE BOLERO お菓子楽団 より

焼き菓子の詰め合わせ（1,000円分） 6名様

●大学ボランティアセンターへ行こう！という特
集は読んでいてうれしくなりました。若い人達が
ボランティア活動に参加してくれるのはパワーに
なります。大学生だけでなく、小・中・高校生にもそ
のような意識づけをしていってほしいものです。 
 M.Aさん（38歳）

●「自分の生きがい」「誰かのためのやりがい」が良
かったです。私は今認知症の主人の介護でいっぱ
いいっぱいですが、皆さんの良い笑顔！いきいきし
ていらっしゃる姿を見て、気持ちを穏やかにし、主
人に優しく、今やれることを頑張ろうと思いました。 
 K.Iさん（84歳）



　私自身が中国に住んでいた頃、向こうの暮らし
にうまくなじめずさびしい思いをしました。その
経験から、留学生たちが地域の一員として暮らせ
るよう、シェアハウスの外の人たちとの交流にも
取り組んできました。　　
　コロナ禍でやどかりのキッチンを広く改修した
ことが会場を探すこどもワクワク食堂さんの助
けになったわけですが、実は最初からこうした活
用を想定していたわけではなく、ちゃんと距離を
とって食事がとれるようにという事情からのこと
だったんです。そうした意味ではコロナがなけれ
ばこの場は生まれていなかったかもしれません。
　生まれた国の違う外国人も皆さんと同じ地域の
一員です。新たに生まれたこの場所が、地域の方々
と互いに理解を深め合い、一緒にいきいきと過ご
せる場へ育っていってほしいですね。

代表 中野みゆきさん

国際交流シェアハウスやどかり

　以前から「こどもワクワク食堂」ではみんなと食
事を楽しむだけでなく、手品を楽しんだり生演奏
に触れたりといろいろな催しを取り入れてきまし
た。これは子どもたちにたくさんのことを経験し
てもらい、自分たちの世界を広げてほしいという
思いからくるものです。
　コロナ禍では感染症対策を行いながら食堂が開
ける場所探しに苦労しましたが、まさかシェアハ
ウスとのご縁があるとは思いませんでした。
　留学生たちとの交流は、子どもたちにも貴重な
経験になると思います。外国の言葉や遊びといっ
たこれまでになかったものにどんどん触れていっ
てほしいですし、逆に子どもたちの存在が留学生
たちにとっても良い刺激になるかもしれません
ね。コロナをきっかけに新しい可能性が広がって
今からワクワクしています！

代表 榎本憲子さん

こどもワクワク食堂

“異”場 所 から “ 居 てい い ” 場 所 へ
コロナ禍では人と人とがつながる大切な場が奪われていきました。しかし、「今だからこそ、つながりを  大切にしたい」という思いが巡り合い、これまでにない新たなつながりの場を生むこともあります。

今号では、コロナ禍がもたらした出会いを契機に、新たな可能性が生まれた市内のとある子ども食堂をご紹介します。  兵庫区内の「こどもワクワク食堂」は、コロナ禍の影響で長年利用してきた会場の移転を余儀なくされました。
そんな中、偶然出会ったのは、外国人留学生が暮らすシェアハウス。取材を続ける  うちに、異色のコラボが生まれたきっかけはコロナ禍にあることが見えてきました。

心のこもった日本のごはん！
おなかいっぱい食べてや～

お兄ちゃんからブータンのことを教えてもらって楽しかった。
ギターも上手だったし、もっとブータンのことを知りたいな。

外国にルーツを持つ人たちと
つながれると異なる考え方も
教えてもらえますね。

得意のギターでブータン
のことを知ってもらって、 
みんなに喜んでもらえて
うれしいな。

在日ブータン人 
サンゲイさん

みんながいき
いきできる場に地域の人との

つながりを深め
、

世界を広げられ
る場にいろんな事を経

験し、

この日はブータン生まれのお兄さんが
ギターを披露してくれました。

※「こどもワクワク食堂」は、感染症対策を徹底した上で実施しています。
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～コロナ禍で生まれた地域の支え合いのカタチ～

ボランティアボランティアを オンラインで
つなげる

②	活動受入先と
	 ボランティアの
	 機器の接続を
	 サポート。

③	もしもの
	 トラブルに
	 備えて
	 スタンバイ。①	はじめて挑戦する

	 ボランティアへ
	 Zoomの使い方を	
	 説明。

地域の福祉活動等について、詳しくはこちらをご覧ください♪ 神戸市社協  れれれ大作戦

　絵本の読み聞かせ活動はコロナの影響で自粛。施設での
お話し会(読み聞かせ)も中止に追い込まれました。

ボランティアグループ「のばら文庫」

代表 松田さん
　やりたい気持ちはあっても、自分たちではZoom
は難しく、ボランティアコーディネーターとリモート
Reンジャーのサポートがあったから実現できました。
6年間続いた活動が、復活してよかったです。今後も
ニーズがあるところで活動していきたいです！

　利用者が職員以外の人と関わる貴重な機会だった定例の
喫茶や絵本の読み聞かせ等は、コロナの影響で2020年3月
から中止を余儀なくされました。

障害福祉サービス事業所「はみんぐ」

管理者 山下さん
　画面にのばら文庫の皆さんが映った時、利用者
の皆さんの歓声が上がり、大きく手を振って喜びを
伝えていました。今回は初の試みでしたが、回数を
重ねて慣れていきたいです。

　ボランティア同士で活動再開に
向けて会議を重ねる中で、活動者の
多くがオンラインツールの利用に
不安があり‘つなぎ役’が強く求められ
ました。そのニーズに応えようと手を
あげた有志がオンライン会議ツール
Zoomを活用し、ボランティア活動
をつなげるサポートを行っています。

‘リモートReンジャー’の
誕生背景

コロナ禍で多くのボラン
ティア活動が自粛に追い
込まれる中、活動受 入 先
とのつながりを復活させ、
オ ン ラ イ ン上 の ボ ラ ン
ティア活動をサポートする

‘リモートReンジャー’が
立ち上がりました。

新しいカタチでのつながりを私たちがサポートします！
リモートReンジャー

⑥	リモートReンジャーが
	 パソコンを操作。

⑤	ボランティアは画面越しに、
	 心を込めて、絵本の読み聞かせ。④	「つながった～！	ひさしぶり～！」

	 手を振ってお互いに再会を喜びます。
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福祉の
まちづくり

　阪神・淡路大震災以降、高齢者や障がい者への見守り活動や市内各地のコミュニティづくり
の支援に取り組んでいます。今号ではコロナ禍でも、地域に根付いた“つながり”を守るために、 
影ながら支え続ける宇都さんに新大池東住宅での取り組みについてお話を伺いました。 
(取材日：2021年1月6日)

宇
う

都
と

幸
さち

子
こ

さん
Profile

阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク 代表

コロナ禍でも“つながり”を守り続ける

　同じ時間を共有し、心を通わせることで得られる安心感は、
本当に大切だと改めて感じました。
　コロナ禍で普及したオンラインツールは便利ですが、やは
り人のつながりは顔を合わせてこそ深まっていくのだと思い
ます。
　震災時のように、社会全体が
大変な今こそ、「困った時はお
互いさま」と思いやり、人と
人のつながりを強くする
チャンスでもあると思い
ます。

コロナ禍で感じたことはありますか？

　2020年3月から活動の自粛を余儀なくされましたが「こ
こで人とつながる機会を失い、孤独に陥る人がいてはいけ
ない」という強い思いで、電話によるお元気確認に取り組み
ました。17年続くこの喫茶は、今では住民の生活の一部と
もいえるものになっていて、過去に閉鎖しかけた際には住民
の方々による署名活動に発展したほどです。皆さんに愛さ
れてきたこの場所で再び集えるよう、感染症対策への協力
を呼びかけました。住民の皆さんとともに再開に向けて取り
組んだことで、緊急事態宣言解除後に、にぎわいを取り戻す
ことができました。

コロナ禍でどのような影響を受けましたか？

　ひとりぐらしの高齢者や障がい者が孤立しないよう、集会
所で週3回の喫茶を開いています。これは住民同士で会話を
楽しみ、つながりを深められる憩いの場となるように、との
思いで取り組んでいるものです。

新大池東住宅での取り組みを教えてください

　ここでは外の景色がよく
見えるので、通りがかった
人ともお互いに「元気？」
と声をかけ合います。喫茶
がないと人と会わず家にこ
もりがちになるので、再開
はうれしかったです。

　この喫茶には10年以上、毎
回参加しています。会話しな
くても皆の顔を見るだけで一
人じゃないなと「ほっ」とで
きるんです。喫茶の再開で皆
と再会できて安心し、「ありが
たいな」と感じました。

参 加 者 の 声
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KOBE BOLERO 
お菓子楽団

灘警察署

ハローワーク灘

神戸水道筋郵便局

王子公園

王子公園駅

摩耶駅

阪急
神戸
線

JR神戸
線

水道
筋商
店街

山手
幹線

都
賀
川

N

自分が何をしたか、声をかけ
合いながら作っています。

　灘区水道筋商店街にある「KOBE BOLERO お菓子楽団」。同店では、神戸の
人気洋菓子店「ボックサン」の監修により生まれた本格的な焼菓子が自慢です。
木目調の店内には、評判のアーモンドクッキーやフィナンシェをはじめいつも20種
類以上の焼菓子が並び、その製造から販売までをプロの技術指導を受けた利用者
さんたちが手掛けています。

障害福祉作業所ボレロ

KOBE BOLERO お菓子楽団

美味しい！かわいい
！福祉のお店お　  い

店長 高石祥太さん

　当店は「他の製菓店に引けを取らない美味しいお菓
子店」を目指しており、今では地元の幼稚園や小学校の
イベントなどにもご注文をいただけるようになりました。
また、他の作業所の手作り製品も取り扱っており、作業
所が互いに協力し合えるネットワークづくりにも取り組
んでいます。

包装紙にもこだわりが。利用者
さんがデザインを手掛けた、
かわいい絵柄が好評です。

分量の計算が難しい時は、
店長に助言をもらいながら
頑張っています。

〒657-0831 神戸市灘区水道筋２丁目16-10
【営業時間】10：00～16：30　
【定休日】日・祝、お盆、年末年始　
【電話】078-861-0120　
【HP】https://kobe-bolero.business.site/

KOBE BOLERO 
お菓子楽団
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近年、認知症の方の立入り・逆走が多く発生しています。
①立入り者・逆走車両を発見の際は、『110番』『♯9910』『料金所』へご連絡をお願いします。
②判断力等の認知機能が低下した方は誤って、高速道路に立入ることがあります。
インター出入口で迷っている方を見かけた際は、積極的にお声がけをお願いします。

車両進入禁止自動車専用

第二神明道路での歩行者等の

立入り及び逆走車両にご注意!!

2018年
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2019年 2020年

8件 14件 14件

75件 79件
65件

立入り件数全体 認知症の方の立入り件数
2018年
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2019年 2020年
0件 1件 2件4件

9件
10件

逆走件数全体 認知症の方の逆走件数

第二神明道路／立入り件数 第二神明道路／逆走件数

※パトロール関西調べ

立入りの多い入口には
立入り防止の

ポールや路面標示で
注意喚起を
実施しています

～神戸市社協  Ｎｅｗｓ！～

ご承諾をいただいた方のみ掲載しています（敬称略）

寄附者：	 	神戸市民間社会福祉施設	職員有志、	
明治安田生命保険相互会社神戸支社　匿名2件

社会福祉推進基金 2020年4月～2020年12月末
寄附者：	 	垂水駅周辺環境整備委員会、	

特定非営利活動法人暮しの寺子屋ライフサイエンス

ボランティア基金 2020年1月～2021年1月末

善意銀行 2020年1月～2021年1月末
金銭口座	：		楡井義丈、楡井大世、楡井世恋、小坂正博、	

周書麟	遺言執行者吉岡清友、中山喜生　匿名16件
物品口座	：	新生ホームサービス株式会社、	

明治安田生命保険相互会社神戸支社、	
兵庫信用金庫、有限会社創和ハウジング、	
ＵＡゼンセン兵庫県支部まちづくり委員会、	
神戸市職員信用組合、兵庫県日韓親善協会、	
生活協同組合コープこうべ第３地区本部、	
日本イーライリリー株式会社、牧迫明美、	
株式会社NTTビジネスアソシエ西日本関西支店、	
株式会社webtech　匿名6件

金銭口座	：	色彩楽園、若葉学園、神戸市乳児院連盟
物品口座	：		神戸市児童養護施設連盟、	

家庭養護促進協会、	
神戸市難病団体連絡協議会、	
神戸市内在宅福祉センター、	
神戸市内介護老人保健施設、	
神戸市内障害者福祉施設、	
神戸市内高齢者福祉施設、	
神戸市内特定非営利活動法人、	
長田区内高齢者福祉施設、	
神戸市内その他福祉団体等

ご寄附をありがとうございます。 ～みなさまの善意を神戸市の福祉活動に役立てます～
※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。

神戸市社会福祉協議会理事長感謝状の贈呈
　令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、社会福祉大会は開催しませんでしたが、425名の方に神戸
市社会福祉協議会理事長より感謝状が贈呈されました。コロナ禍で通常の業務やボランティア活動の実施が困難な一年
でしたが、その分地域での助け合いの大切さを実感できました。
　今後も、新しい方法を取り入れながらご活躍いただき、地域に笑顔の花を咲かせてください。

感謝状

　さまざまな障がいの特性を理解し、障がいのある人が日常生活で
困っている際に、必要な配慮・手助けができる人を目指す出前講座を
実施しています。

[対　象]	概ね10名以上の団体
[参加料]	無料　
[申・問]	神戸市社会福祉協議会		広報交流課

「障がいサポーター養成講座」のご案内

TEL 078-271-5306　FAX 078-271-5366
E-mail volasen@with-kobe.or.jp

https://www.with-kobe.or.jp/detail/syogai_supporter/

　障害者スポーツ振興センターでは、障害者スポーツ教室・障害者ス
ポーツ大会や、地域に出向いて障害者スポーツを支援する事業、スポー
ツリーダーの養成・派遣事業など、さまざまな活動を行っています。詳細
は当センターホームページをご覧ください。

https://www.with-kobe.or.jp/detail/syougai_sp/

障害者スポーツ振興センターのご紹介
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