
   発行 NPO法人 東灘地域助け合いネットワーク                                                                              

ｂｂｂｂTEL-78-843-4029/4446  FAX843-2907 

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2５年・秋号 

  通算８１号 

放課後放課後放課後放課後デイサービスデイサービスデイサービスデイサービスひまわりひまわりひまわりひまわり畑畑畑畑         

 開所して4か月が経過しました。多くの皆様に支えられたことに感謝

申し上げます。この仕事は、障がいを持つ子どもと保護者の心情を理解

して寄り添うことがいかに大切であるかを日々勉強をさせていただいて

います。今後も障がい児の成長の場として、学校・家庭・ひまわりが

しっかり連携しながら、取り組んでいきたいと思っています。 

大切にしていることは？大切にしていることは？大切にしていることは？大切にしていることは？ 

■小さな目標①「できることがどれだけ増やせるかな」 

■小さな目標②「椅子に座って人の話が聞けること」 

■笑顔で挨拶「こんにちは、ありがとう」 

特長は？特長は？特長は？特長は？    

■年間を通じて本部や地域のプログラムに参加する。 

■地域の子どもや高齢者とのふれあいを大切にする。 

       

 

 

    

    

お習字教室お習字教室お習字教室お習字教室    

 

                         

寄付と寄贈の報告寄付と寄贈の報告寄付と寄贈の報告寄付と寄贈の報告    
パソコンボランティア「サザンVネット神戸」よ

り、団体解散にあたり、東灘区社協を通じて区内

の障がい児通所支援施設に助成金と寄付のお申し

出がありました。 

申請の結果、助成決定額8万円と物品としてPC、
マウス、プリンター、収納庫を寄贈していただき

ました。さっそく子どもたちはペイントで自分の

名前を書いて楽しみました。 

これを機会に個別

指導日を設け、子

どもの発達と興味 

関心に応じて、パ

ソコンを通じて世

界を広げていきた

いと思っていま

す。 

���御影中町3-1-6 
サンリーブ御影４F      

電話:８５６-３１７０ 

            制作/ハロウィン制作/ハロウィン制作/ハロウィン制作/ハロウィン    

                そろばん教室そろばん教室そろばん教室そろばん教室    

クラブ活動のご案内クラブ活動のご案内クラブ活動のご案内クラブ活動のご案内    
    ※ 下記はカレンダーや諸事情により変更する場合があります 

  ※ 月曜日は現時点でクラブ活動はありません。 

   その分、個別学習に力を入れています。 

   火   水   木   金   土 

１週目 そろばん 音楽あそび お楽しみ会 お習字 集団活動 

２週目 そろばん パソコン 制作あそび お習字 絵画 

３週目 そろばん 音楽あそび パソコン お習字 お料理 

４週目 そろばん パソコン 制作あそび お習字 絵画 

   絵画教室絵画教室絵画教室絵画教室    ちぎり絵ちぎり絵ちぎり絵ちぎり絵 

お料理教室お料理教室お料理教室お料理教室    

   火   水   木   金   土 

１週目 そろばん 音楽あそび お楽しみ会 お習字 集団活動 

２週目 そろばん パソコン 制作あそび お習字 絵画 

３週目 そろばん 音楽あそび パソコン お習字 お料理 

４週目 そろばん パソコン 制作あそび お習字 絵画 



第第第第13131313回回回回    
    

                

                

    

   13年前、カルチャー教室の発表会として小さく始めましたが 

   地域のみなさまにご協力いただき、大きく発展してきました。 

    

    手作りカレー200円と喫茶コーナーもあります。お買い上げの 

    チジミや炊き込み飯、デザートなどを食べながら、ステージを 

   楽しんでいただけます。 

      すべてが地域住民の手づくりです。子どもから高齢者まで楽しんで 

      いただけます。ご家族やお友達と参加してください 

2013.11/23(祝祝祝祝). 24(日日日日)11:00~16:00             

 

 

11111111////23(23(23(23(祝祝祝祝））））  
12:0012:0012:0012:00～～～～    杭瀬杭瀬杭瀬杭瀬ちどりちどりちどりちどり    合唱合唱合唱合唱    

12:3012:3012:3012:30～～～～    
神戸神戸神戸神戸おどりっこおどりっこおどりっこおどりっこ        

ダンスダンスダンスダンス    

子子子子どもどもどもども                    

ダンスダンスダンスダンス    

13:0013:0013:0013:00～～～～    春秋会春秋会春秋会春秋会    新舞踊新舞踊新舞踊新舞踊    

13:3013:3013:3013:30～～～～    カトレア・フラカトレア・フラカトレア・フラカトレア・フラ    フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス    

14:0014:0014:0014:00～～～～    助助助助けけけけ合合合合いネットいネットいネットいネット    大正琴大正琴大正琴大正琴    

14:3014:3014:3014:30～～～～    

コスモカントコスモカントコスモカントコスモカント

リーリーリーリー＆＆＆＆グラスグラスグラスグラス

フェイバーフェイバーフェイバーフェイバー    

カントリーカントリーカントリーカントリー    

ダンスダンスダンスダンス＆＆＆＆ババババ    

ンドンドンドンド演奏演奏演奏演奏    

12:3012:3012:3012:30～～～～    human notehuman notehuman notehuman note    ゴスペルゴスペルゴスペルゴスペル        

13:0013:0013:0013:00～～～～    
pure grape pure grape pure grape pure grape 

with Keizowith Keizowith Keizowith Keizo    

スチルドラスチルドラスチルドラスチルドラ

ム/サックム/サックム/サックム/サック

スススス合奏合奏合奏合奏    

13:3013:3013:3013:30～～～～    松蔭女子大学松蔭女子大学松蔭女子大学松蔭女子大学    
軽音楽軽音楽軽音楽軽音楽        

バンドバンドバンドバンド    

14:0014:0014:0014:00～～～～    助助助助けけけけ合合合合いネットいネットいネットいネット    大正琴大正琴大正琴大正琴    

14:3014:3014:3014:30～～～～    絵本読絵本読絵本読絵本読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ    朗読朗読朗読朗読・お・お・お・お話話話話    

11111111////24(24(24(24(日日日日））））  

 

出店者募集 

ぜひ、皆様で盛り上げてください 

今年から出店料は無料です。 

（委託販売は受付ていません） 

出店される方は、喫茶コーナー・ 

会計等の協力をお願いします。 

 

※締切：１１月１６日※締切：１１月１６日※締切：１１月１６日※締切：１１月１６日(土土土土) 
    食品は１１月５日（火）食品は１１月５日（火）食品は１１月５日（火）食品は１１月５日（火）    

保健所への届出が必要なため、申

し込み用紙に食品名、販売予定数

を記入してお申込みください。 

歌声サロン 月曜13時半～15時       

1,500円（ 月3回） 

※講師からのメッセージ            

童謡・唱歌が中心です。楽しいおしゃ         

べりも交えていっしょに歌いませんか。               

※講師のプロフィール 

アンサンブルアマービレ主宰。杭瀬ちどりコーラス指

導、西宮音楽協会会員、多数コンサート出演。 

 

 フラダンス 火曜１４時～1５時          

2,000円（ 月4回） 

 ※講師からのメッセージ 

 音楽に合わせて体を動かし最高の幸せ。 

 身も心も若返るひととき！人生バラ色 

 ※講師のプロフィール 

 カトレアフラ主宰。障害者支援センター、 

 プール、ろっこう医療生協など多数で指導中。          

 

 



お知らせ 

生活支援研修 / 場所：助け合いネット 
 日 時 ： 平成26年2月3日(月）14時～15時半 

 テーマ ： 認知症の方への支援の仕方 

 講  師 ： 認定NPO法人認知症予防ネット神戸 

       理事長 伊藤米美さま 

 対  象 ： 生活支援の登録者全員,または住民参加型活動に関心の 

      ある方、子育て中の主婦、学生、高齢者など。    

要支援者を地域で支えるための要支援者を地域で支えるための要支援者を地域で支えるための要支援者を地域で支えるための    

                制度設計プロジェクト制度設計プロジェクト制度設計プロジェクト制度設計プロジェクト    

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   
     
 
 

 

 

 

本本本本プロジェクトの目的プロジェクトの目的プロジェクトの目的プロジェクトの目的                                                                                                                                            

厚労省の介護保険軽度者サービス見直しにより、介護保険制度外サービスの拡大が予想されます。そ

こでひょうごん福祉ネットは制度設計研究会を立ち上げ、制度外サービスを担ってきた経験を基に、

神戸市とも情報交換しながら、神戸の特徴を生かした「地域で支える」仕組みづくりを提案します。 

研究会の経過報告研究会の経過報告研究会の経過報告研究会の経過報告    
7月月月月23日日日日    制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会    第第第第1111回回回回    

8月月月月13日日日日    事務局会議    

8月月月月18日日日日    学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第1111回回回回        
                市民活動が支える地域福祉の展望市民活動が支える地域福祉の展望市民活動が支える地域福祉の展望市民活動が支える地域福祉の展望    

    講師：（独）福祉医療機構 千田透様（参加者76名） 

        国が目指す方向性を把握し、市民活動で支えていくための               

受け皿の実現に向けてご講演をいただきました。 

9月月月月12日日日日 制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会    第２回第２回第２回第２回    
                プロジェクトの全体像の確認と質疑応答、意見交換等。 

9月月月月17日日日日 事務局会議 

9月月月月28日  日  日  日  学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第学習会 地域包括ケアシステム 第2222回回回回        

       神戸市の介護保険はどうなるの？神戸市の介護保険はどうなるの？神戸市の介護保険はどうなるの？神戸市の介護保険はどうなるの？                                                                                                                                        

講師：神戸市介護保険課 上田智也様 (参加者153名)       

          定員80名に対し申し込みが殺到したため、急遽会場を変 

          更し、参加者153名になりました。この日は上田課長から 

         「上田の個人的な意見ですよ」という前提で、今後の生活 

          支援、介護予防等のご講演をいただきました。 

10月月月月8日日日日 制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会    第３回第３回第３回第３回    

                「めざすべき制度」「研究会で取り組むこと」等につい 

          てワークショップを行いました。 

10月月月月10日 日 日 日 事務局会議     
10月月月月22日 日 日 日 制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会制度設計プロジェクト研究会    第４回第４回第４回第４回    

                    神戸市上田課長にお越しいただき、生活支援サービスを 

          重層的に提供していくためのイメージについて意見交換 

          をしました。                

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定            
                      平成26年春 :制度設計概略案を神戸市に提出の予定 

          平成26年夏：制度設計案提出を神戸市に提出の予定 

 

      事務局：東灘地域助け合いネットワーク 

      座 長：川島 憲志様  

ひょうごん福祉ネットとはひょうごん福祉ネットとはひょうごん福祉ネットとはひょうごん福祉ネットとは                                                    

2008年3月結成。住民互助活動

を実施する福祉系NPOの集ま

り。現在２１団体で構成。情報

共有し経営力とサービスの質向

上と社会的認 知をめざす。 

557-0063大阪市西成区南津守2-1-10 
ＴＥＬ０６（４３９８）３０３８/ＦＡＸ０６（４３９８）３０６３ 

王覇HA-１０２ 



        

    

バザー品のご提供ありがとうございましたバザー品のご提供ありがとうございましたバザー品のご提供ありがとうございましたバザー品のご提供ありがとうございました                            

 

会員としてご支援いただきありがとうございました会員としてご支援いただきありがとうございました会員としてご支援いただきありがとうございました会員としてご支援いただきありがとうございました   

（平成25年５月24日～10月21日） （順不同・敬称略）（順不同・敬称略）（順不同・敬称略）（順不同・敬称略）    
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正会員（総数正会員（総数正会員（総数正会員（総数68686868名）名）名）名）    

〒658-0046  

神戸市東灘区御影本町6-15-17 御影市場西側 

TEL ： 078-843-4029  FAX ： 078-842-2907  

    午前10時～午後5時 （日・水 休み） 

（URL）http://hnw.or.jp   （Mail） info@hnw.or.jp 

発行責任者 ： 村山メイ子 
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