
グループメンバーの持つ特技やスキルを生かした活動です。
地域を越えて活動しています

福祉部会 福祉施設等での友愛訪問、外出の介助、自立支援活動

国際部会 神戸市在住外国人への日常生活の支援や国際交流

環境部会 環境の保全・美化・調査・教育補助・復旧

文化部会 昔遊びや習字、絵手紙・マジック・コーラス・銭太鼓・大正琴
ハワイアンなどにより施設の友愛訪問活動

いきがい部会 ペタンク・フォークダンスなど、だれでも親しめるスポーツや
いきがいづくりの集まりの中で、高齢者の健康づくりのお手伝い

特技やスキルをした生かした活動（部会活動）

TOPページ / 事業紹介/特技やスキルをした生かした活動（部会活動）

活動記録を見る

ボランティアを依頼したい

募集している活動を
知りたい 参加したい

支援したい（寄付）
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水の科学博物館の管理運営
須磨一の谷プラザの管理運営
パソコン教室
学習支援活動
花実の森の整備
こどもの電話相談業務
須磨パティオのお買いものサポーター

行政や他の組織を支援する活動（本部活動）

TOPページ / 事業紹介/行政や他の組織を支援する活動（本部活動）

活動記録を見る

ボランティアを依頼したい

募集している活動を
知りたい 参加したい

支援したい（寄付）
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TOPページ / 活動記録の検索

期間 2017/1/1 ～ 2019/8/1

検索ワード #スポーツ

対象 ■全て □記事 □動画 □紙情報（PDF)

表示順 ■日付順 □閲覧数が多い順 □コメントの多い順 □いいねが多い順

表示対象の活動
□地域に密着した活動（区会活動）

□東灘区 □灘区 □中央区 □兵庫区 □北区 □長田区 □須磨区 □垂水区 □西区
■特技やスキルをした生かした活動（部会活動）

□福祉部会 ■国際部会 ■環境部会 □文化部会 □いきがい部会
□行政や他の組織を支援する活動（本部活動）

□水の科学博物館の管理運営 □須磨一の谷プラザの管理運営 □パソコン教室
□学習支援活動 □花実の森の整備 □こどもの電話相談業務
□須磨パティオお買いものサポーター

□災害支援活動
□熊本地震支援事業 □東日本大震災支援事業 □倉敷真備町復興サポート

検索

活動記録の検索
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検索条件を変える
活動記録一覧

TOPページ / 活動記録/ 活動記録一覧

2019/6/1  シンガポール合唱団の高校生がＫＳＣを訪問、
国際部会と楽しく交流しました

公開コメント 3 ♥ 100

2019/6/1  明石のタコ釣りを紹介します

国際部会

活動報告

国際部会

2019/5/4 ＩＴＦ公認の国際テニス大会としてダンロップ
神戸オープンが開催され、海外から来る選手の
支援を行いました

公開コメント 2 ♥ 10

国際部会

活動報告

会員便り

2019/4/3 こうべロハスひろばに参加
もったいない広場にWe love”もったいない”、
ケナフの会が出展しました

公開コメント 10 ♥ 23

環境部会

動画

内容がすぐわかる
タイトル

内容がすぐわかる
写真

コンテンツが
動画とわかる

コメントや評価の数も
表示

カテゴリーもわか
るように
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TOPページ / 活動記録/ 活動記録一覧

活動記録一覧

検索条件を変える

2019/6/1  シンガポール
合唱団の高校生がＫＳＣ
を訪問、国際部会と楽し
く交流しました

公開コメント 3 ♥ 100

国際部会 活動報告

2019/6/1  明石のタコ釣りを
紹介します

国際部会 会員便り

スマホやタブレットなどで見たとき
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検索条件を変える
活動記録一覧

TOPページ / 活動記録/ 活動記録一覧

2019/6/26 垂水区 2019年5月度活動記録 垂水部会 活動報告

2019/5/20 垂水区 2019年4月度活動記録 垂水部会 活動報告

2019/4/22 垂水区 2019年3月度活動記録 垂水部会 活動報告

2019/3/11 垂水区 2019年2月度活動記録 垂水部会 活動報告
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コンテンツ種類
pdf

jpeg

gif

html

png

mp4

excel

css

javascript

msword

sheet

【分析】現在のホームページはほとんどがＰＤＦ(紙）情報！！
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【表示サンプル】ＰＤＦ（紙情報）とＷＥＢ画面の違い

活動概要 行程
学校 → W（C）ゾーン
→体験学習３「カブトムシの幼虫を観察してその一生知る」
→体験学習２「植物に関心を持ちビンゴゲームする為の植物名を知る」
→体験学習１「自然体感・森の声など昔の生活の痕跡を調べる」
→Wゾーン（C）→ 学校

活動内容
学習体験１

山田道に入ると静寂な森、その雰囲気を体感しましょう。

森の音（野鳥せせらぎの音など）森の匂い（空気感）、疎水（小川）あり。
その小川は山田川ー木津川ー明石川に合流。

昔はこの疎水は飲料・生活用水、田圃、畑作に使用。

ＰＤＦ（紙情報）

ＷＥＢ画面

WEB画面では
パッと見た瞬間の認識しやすさ、
読みやすさを求めて、
改行や行間、文字の大きさを決める
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活動記録
TOPページ / 活動記録 / 201905

2019/5/4 投稿者：土井 昭政（国際10）

ＩＴＦ公認の国際テニス大会が開催され、支援を行いました

今年はしあわせの村で開催されることになりました。

1993年よりＩＴＦ公認で、海外からの選手来る国際テニス大会です。毎
年参加する国枝選手が今年は欠場でしたが、最終日の
上地選手のすばらしいプレーが見られて多くの観客が喜んでいました。

この大会には毎年、海外から来る選手の送迎、会場での飲み物、弁当配
布などの作業を担当しています。

選手方も喜んでおり、実行委員会から「グループわ」の支援活動が評価
されました。
#スポーツ #しあわせの村

国際部会

活動報告

関連リンク

2019/6/11
シンガポール合唱団の高校
生がＫＳＣを訪問、国際部
会と楽しく交流しました

詳しくはこちら

国際部会 活動報告

回遊性を高めるため
の関連記事リンク

内容のカテゴリー
を表す

検索キーワード

次の記事

写真や動画などの
視覚情報が必要
です

9



活動記録
TOPページ / 活動記録 / 201905

ＩＴＦ公認の国際テニス大会が開催され、支援を行いました

公開コメント 2 ♥ 10

なまえ ♡
公開コメントを追加… （200字以内）

H.Y さん 2019/5/5 ♥
大会ボランティアお疲れさまでした。私もプレーを見ましたが、近くで見ると音や
スピードに驚きました。迫力がありましたね。

テニス好き さん 2019/5/5 ♥
私も見たかった。次の大会があれば教えてね。

気軽にコメントや “いいね！♥”が
できるように
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ボランティア支援依頼の申込み
TOPページ / ホランティア支援依頼

あなたからの支援依頼をいつでもお待ちしています。
登録されている内容に該当しない支援も お気軽にご相談下さい。

活動グループ名 活動内容

書道指導 ロングステージ御影に出向き、月２～3回、書道の指導
をおこなう

ふれあい喫茶 ロングステージKOBE岡本にて、月２回、入居者および
来訪者に喫茶のサービスの提供

歌の友愛訪問 サンライフ魚崎にて、毎月第3火曜日 高齢者と一緒に
歌い、手品を披露の慰問を行う

レクレーション援助毎月3～4回、ロングステージ御影、グランデ摂津本山
に出向き、麻雀の相手援助をする

食育指導 市立遊喜幼稚園、市立のぞみ幼稚園、ロングステージ
御影の畑の耕作、収穫の手伝いをする

行政支援 社協、ボラセン、まちづくり課等からの要請による行事
参加

活動がわかる写真がほしい
見た人は写真1枚でイメージ
します
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ボランティア支援依頼の申込み
TOPページ / ホランティア支援依頼

あなたからの支援依頼をいつでもお待ちしています。
登録されている内容に該当しない支援も お気軽にご相談下さい。
ご依頼は下記フォームより入力してください。後程メール等にて回答します。

送信
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次へ

http://www.wa-net.jp/www-wa-net-jp/file/event2/190911_sosyaruB_saisyuu_0803-26-38.pdf
http://www.wa-net.jp/www-wa-net-jp/file/event2/190911_sosyaruB_saisyuu_0803-26-38.pdf
http://www.wa-net.jp/www-wa-net-jp/file/event2/190911_sosyaruB_saisyuu_0803-26-38.pdf

