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ご協力ありがとうございました（順不同） 
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新規サポーター 2015.10.17  ～2016．10.31 

茜  恵孝 青山香代子 明里  薫 浅田 絵美 

朝山  晋 阿部   緑 荒石 治子 池田さゆり 

池本 芳恵 石川 淳子 石川 美紀 石田  治 

石谷 智子 泉   菅子 板原美登利 井田 正春 

一之瀬絢子 市原千鶴子 伊東久美子 伊藤美栄子 

稲垣 紀子 稲葉 秀子 今井 慶子 岩澤 康子 

井上 綾子 井上   伸 井上裕美子 井村 美子 

岩瀬 清美 岩野 信子 上田 信子 植田美津子 

上濃 義人 有城喜代美 内本 博子 梅本 清子 

榎本 紘子 遠藤とも子 遠藤 美夏 大岩 光江 

大植 久子 大江まき子 大河内有香里 大田伊都子 

大西八重子 大前 節子 岡田 一夫 岡田小夜子 

岡田シヅエ 岡本 玲子 奥田むつ代 奥谷 利恵 

奥村美由紀 尾畑 秋子 鍵  千歳 梶間 俊彦 

勝井 伸子 加藤 峰子 金澤 妙子 金谷 利恵 

金山さよ子 河村 京子 川瀬 雅美 角   由紀 

門奈 紀子 神澤 靖子 木内 千絵 貴志久美子 

岸 三智子 北方 進子 北下 篤史 木原 弘子 

木村 俊子 木村 保富 久保 照子 倉谷 典子 

黒田エミ子 小池智恵子 小泉佐久子 幸田 孝子 

小林 桐子 小若瑠美子 近藤貴佳子 近藤由美子 

今野由美子 斉藤  薫 斎藤  寿 境 みどり 

坂口 久雄 佐古井久治 佐藤 ちず 佐藤 信子 

澤田 和夫 繁治紀代子 実積 達雄 下原 信昭 

下村 由美 城  信子 吹田  修 菅   弘子 

杉田 肇子 杉野生代子 杉山 豊子 杉山 由美 

鈴木ミツ子 須田美智代 薗   直人 大喜まゆみ 

高木  恵 高見 尊子 多方美代子 高田 啓子 

高田 真理 高橋美智子 宅見 武子 竹内 彬子 

竹嶋 正美 武田 教子 多田 愛子 辰井 健一 

舘岡 裕子 田辺スマ子 谷口 昭子 谷口 節子 

種稲 康二 田畑はる美 玉川さと子 田村 泰子 

樽井智能子 丹羽 淳子 地久里仁美 千原 美咲 

千代延真弓 津村 寿岳 寺西 栄子 寺本麻佐美 

戸井 佳子 田路 和子 富島 祥二 富森  博 

富森 史子 友村 朱美 鳥岡 由子 直塚 典子 

中島 昌子 中澄 千春 中塚紀代子 中村 久子 

名執 祥子 鍋島 千恵 西村かおる 野口ひろみ 

野田  恵 橋爪 一衛 原田 博子 東根眞知子 

肥塚 百合 平石 由美 船水 雅子 堀   雅子 

松井 和子 松本喜代子 松本 秀子 三木たか子 

峯田マサ子 宮川よし子 宮田ふさ子 三輪 泰子 

村上 直子 村沢 修子 村松 和枝 村山メイ子 

森  徳子 森崎 生子 森田ゆき子 森本 千恵 

森本 久子 森山 勝子 安居 英子 安本 茂夫 

矢田 泰博 藪上 順子 山内八重子 山川玲糸子 

山口 賀恵 山下 麻紀 山田智代美 山中 瑞恵 

山根タカ子 横瀬 豊嗣 山田紀久枝 吉岡 幸子 

吉川 眸子 吉川 美代 米谷 和子 渡邊  学 

年末年始のお知らせ 

リサイク

ルショッ

プは 

12月30日
まで営業

します。 

村山メイ子 北村 生夫 冨田 敬三 高田 裕子 

坂本佐栄子 都藤 清美 海老名 巖 春山 幸雄 

今西 喜章 古川 和栄 田靡喜美子 古川 和栄 

明石 裕 玉川 真清 内藤 良子 水野 節子 

丸大食品㈱ 熊本の募金 募金者の氏名は出ておりません 

芦田美紗子 東 博雄 今井 眞人 榎本 紘子 

大平 陽子 カー 容子 金山さよ子 北尾美紀子 

近藤 安儀 下村 博 関口 和子 多田みわ子 

田靡喜美子 月岡 清市 友田 昌作 中谷 信一 

野口 英彦 春山 幸雄 福原八州男 前田視妙子 

前田 光代 前田 裕美 松浦 一郎 三宅 照代 

安井 邦之    

お餅つき大会 12月17日(土）詳しくはHPで！ 

年末年始の休み 12月29日(水）～1月4日(月) 

年末の大掃除 
12月28日(火）9時～12時    

皆様、ご協力をお願いします 

年末慰労会 12月28日 12時半～14時（無料） 

ひまわり畑の休み 12月30日(金）～1月４日(木） 

 子育て環境には、祖父母、お父さんお

母さん、子ども達の３世代同居が望まし

いといわれています。しかし住宅問題な

どから難しいのが現実です。そこで、

NPOなどが仲介し地域コミュニティーの

なかに、シニア世代と子育て世帯を結び

つけて、擬似的な３世代近居の環境を作

り出そうとする活動が全国のいろいろな

地域で始まっています。 

 兵庫県からも上記の動きを地域祖父母モデル事業として実施する公募があり、助け合いネットも事業を受託し、

８月から実施しています。市場内という助け合いネットの場所を活かし、当法人内で、シニア世代と子育て世代や

市場の人たちが、交流を通じて、まずは顔見知りになることを目指し、イベントを実施しました。 

  

 
 
 

発行  認定NPO法人 東灘地域助け合いネットワーク   843-4029/843-4446  ( FAX)842-2907  

私たちは市民が助け合い安心して暮らせる共生社会を目指しています 

 平成2８年・冬号 

  通算８８号 

三世代交流の報告と今後 

交流イベントに参加された子育て世代の感想に、「いろいろな世代の方とふれ合う機会が少ないのでとても良

かった」とありました。シニア世代の方も、子育て世代の方も、本当はお互いにもっと触れ合いたいと思ってい

るのではないでしょうか。 

 今後も、月１回程度さまざまなイベントを開催します。イベントの 

お手伝いをして頂けるシニア世代の方を募集しております。地域祖父 

母事業は会員制の事業ですが、まずは子どもたちと遊ぶつもりで、交 

流イベントのお手伝いから始めてみませんか？ 

今後のイベント予定 
・11月19日（土）20日（日）10:30～16:00秋の手作り市 

      （子どもの遊びコーナー）（シニアが見守りします） 

・12月17日（土）10:30～ 餅つき大会 （シニアが見守りします） 

・年明け   シニア向け研修（講師：社会福祉協議会の職員） 

・2月ごろ ワークショップ(今の子育てについて） 

おじいちゃんの得意なおもちゃづくり 市場でそうめん流しの買い物 

user
直線

user
直線



★食事コーナー 

★手づくり作品販売コーナー

★綿菓子・ポップコーン 

16  秋の手づくり市 
28年11 19( )20( ) 10:30～16:00 
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出
会
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・ふ
れ
あ
い
・た
す
け
あ
い ★ふれあいカフェ 

★介護ロボット展示コーナー 

★ステージ発表 

★東北コーナー ★こどもの遊びコーナー 

★手づくり食品販売コーナー 

年に1度の祭り！みんなで遊びに来てね

大和ハウスＰＡＲＯ！ギネス認定ロボット 

・ヒップホップ・マジック・詩吟＆尺八 

・大正琴・オカリナ・落語・ウクレレ 

・カントリーダンス・ギター・社交ダンス 

・フラダンス・ゴスペル等 
 

コーヒー・紅茶・手作りケーキ・クッキーなど 

豚汁セット200円・会場でお求めの食品もどうぞ 

託児はありません。玩具で自由に遊んでください 

手芸品・手あみ・アクセサリー・装飾品など多数 

ご飯もの・和洋菓子・パン・漬物等 

子どもたちのおやつコーナー    亘理町のカップケーキ     

場 

MEDIA ROCCO 
さんのネット配

信もあります 

日曜日は「大人の

マネークイズ」 

正解者にはプレゼ

ントあり！！ 

詳しくは 

ホームページ 
http://

hnw.or.jp/ 

1998年「0～100才の共生社会」をめざし、子育て支援に 

関する取組みを重ね、失敗を繰り返してきました。そこ 

で「まちの子育て広場」を一新させようと9月より「神戸 

ベイビーカフェ」さんと繋がり、新たな試みが始まりま 

した。場所は助け合いネットの事務所の隣です。 

 

子連れカフェのようなふれあいの場づくり 
神戸ベイビーカフェの榎本と申します。 

育児不安の経験もあり、この５年「地域 

みんなで子育てをするまちづくり」を 

テーマに活動してきました。今回お声を 

いただき、９月より週１回、スタッフと 

して参加しております。 

まずは「阪神御影ベイビーカフェ」とし 

てWEBサイトにて発信をはじめ、子育て 

世帯の『何かしてみたい』『困った!助け 

て!』に寄り添い、子育て世帯のお声を実現できる場の提 

供、気兼ねなく頼りあえる居場所づくりを目指します。 

当面は、週1回（火）10：30～11：30『親子ふれあいひ 

ろば』を開催。 

現在、わらべうたあそびなど予定しております。 

利用料は５００円（珈琲付） 
無料開放デイにする場合もあり。 

ひろばをサポートくださるボランティアさん、プログラ 

ムを担当くださる講師を随時募集しています。一歩一歩 

ですがあたたかく見守っていただけましたら嬉しいで 

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
今後の予定 

11月１日(火)わらべ歌あそび（終了、毎月第1火曜実施） 
11月７日(月) プラレールであそぼう 
11月15日(火)子育て働き方おしゃべり会 
11月22日(火)フォトアルバムカフェ 
http://mamaprolab.net/hanshinmikagebabycafe 
Facebook https://www.facebook.com/hanshinmikagebabycafe/ 

熊本地震 
    神戸からのお返し 

◆熊本県玉名市のNPO「地域

助け合いの会」に寄付！ 
 

 この法人は熊本地震の被災

者を支援しています。 

 ８月に被災者支援キャンプに

参加し、寄付金をお届けする予

定でしたが、仕事の都合で残念

ながら断念しました。 

平成28年度  生活支援・介護予防 

      サポーター養成研修 

6月～7月、バザー売上を

店頭に掲示しました。 

高齢者の増加に伴い、生活支援や介護予防のニーズが 

高まっています。当法人は本研修を神戸市より受託し 

ました。【中部】（兵庫区、長田区、北区） 

 

Q：どのような研修ですか？ 

A：安定的・継続的なサービス提供をするためにサ

ポーターを養成しています。 

Qサポーターとは？ 

A：ゴミだし、掃除、外出支援、居場所の手伝いなど 
 

Q：受講の動機は？ 下記アンケート結果の通り  

  

 

 

＊主催:神戸市 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課 

＊企画運営:助け合いネット/協力：リーフグリーン 

この研修はひょうごん福祉ネットと連携しています。 

生活支援のサポーター募集中 
日時：週1～2回、1回2時間程度（日時は応相談） 

謝金：1時間840円～、交通費実費支給 

募金  １０５，５８６円 

バザー２８３，８４５円 

合計  ３８９，４３１円 

健康づくり・や

りがい 37％ 

時間を有効に 

20％ 

知人のすす

め 12％ 

その他10％ 
手助け21％ 

 

学習支援教室 
 

〇学習でわからないところを指導 

〇勉強が終わったら、レゴで遊べる 

〇家庭学習の習慣づけに 

〇放課後の安全な居場所として 

 

 

 
 

 

対象：小学生 

日時：火曜16:00～18:00 

費用：2,000円（月4回） 
 

生徒 

募集 

親子ふれあいひろば OPEN!! 

 『阪神御影ベイビーカフェ』 


