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カレッジだより

グループわ も 学園祭に参加

お知らせ “もったいない”シンポジウム ＫＳＣ主催、グループわ 共催

私 た ちの 暮 ら しや 社会 に ある

“も った い ない ”と思 わ れる こ とを 見 直し

市 民一 人 ひと りが始 めら れ る こ とは 何か

一緒 に 考え ま し ょう！

◎と き：2017年11月16日(木)13時～16時

◎ところ：カレッジホール

第1部 基調講演「廃貴物」の意味は「もったいない」

高月 紘氏 京エコロジーセンター所長

第2部 パネルディスカッション

パネリスト：たんすの肥やし、フードドライブ、ポートピアグリーンチーム、

ゴミ減らし通信舎、神戸市環境局

コーディネーター：北尾 進氏(ＫＳＣ講師)

10月7日（土曜）第23回学園祭が開催されま

した。午前中はあいにくの小雨模様でしたが、

午後には曇り空に回復。屋外での設営等、

大変でしたが、この日のために周到な準

備をしてきた関係者全員の活力で予定通

り実施。すばらしい一日となりました。

↑グループわ の活動を紹介

←雨中の販売をがんばる国際部会

同窓会の展示

シートを被せて木工販売

↑会場を

盛り上げた

オールディー

ズ

ステージ
ラストは
会場から
も参加の
阿波踊り
→

グループわ 10 月～12月のイベント 

 
 

開催場所、日時 テーマ内容と協力グループ 連絡先 

水の科学博物館 

10 月 21 日（土） 

手話ソング 

KSC 手話ソング同好会 水の科学博物館 

 ☎ 351-4488 
10 月 22 日（日） 

バルーンアート 

うらしまたろう 

神戸芸術センター 

10 月 21 日（土） 

書道 

KSC 書道部 ＩＡＦＯＲ 

 ☎ 050-5806-3184 10 月 22 日（日） 

28 日（日） 

茶道 

和庵（なごみあん） 

しあわせの村 

10 月 29 日（日） 

野鳥観察会 

後援神戸福祉振興協会 

グループわ 

 ☎ 078-743-8101 

森林植物園 

11 月 16 日（木） 

秋の森林浴ウォーク 

森の仲間 

グループわ 

 ☎ 078-743-8101 

水の科学博物館 

12 月 9日（土） 

クリスマスリース 

花実の森 

水の科学博物館 

 ☎ 351-4488 

しあわせの村 

12 月 17 日（日） 

北区ロードレース 

北区会 

北区役所 

 ☎ 078-593-1111 

理事長

水町 亮治(生18) 中央

副理事長

田中 伸一(福19) 財務 長田

大槻 隆文(食20) 総務 西

理事

米増 享二(音19) 企画 北

杉原 ふき子(生18) 総務 須磨

五島 敬子(食20) 財務 中央

藤田 健一(福19) 広報 西

川部 忠夫(福20) 事業 須磨

平松 一 (生20) 事業 須磨

理事（新任）

増井 良夫(生21) 企画 須磨

真川 俊雄(福21) 総務 須磨

才上 眞行(生21) 広報 北

浜田 哲夫(生21) 広報 長田

安部 文隆(福21) 事業 北

岸野 清美(福21) 事業 須磨

阪田 國彦(福18) 事業 長田

理事（非常勤）

道満 俊徳 (生13)北区会長 北

柳川瀬 淳一(国13)国際部会長 須磨

監事（新任）

小畑 浩昭(国16) 北

岡本 紘一(生18)＊ 垂水

＊学習支援委員会委員長

区会長

東灘区会長 宮田 幸長 (美17)

灘区会長 廣瀬 庫司 (園17)

中央区会長 島ノ江 繁吉(生18)

兵庫区会長 後任人選中(注1)

北区会長 道満 俊徳 (生13)

長田区会長 藤田 忠之＊(福13)

＊須磨一ノ谷プラザ責任者

須磨区会長 細野 恵久 (福 3)

垂水区会長 大橋 正文 (生20)

西区会長 鈴木 隆美 (生18)

部会長

福祉部会長 加藤 勇治 (美10)

国際部会長 柳川瀬 淳一(国13)

環境部会長 池田 八郎 (生17）

文化部会長 重松 豊彦 (国 9)

いきがい部会長 藤田 勝(福11)

(注1)兵庫区会長の大掛さんが8月に

退任されました。現在、兵庫区会内

で後任の方を人選中です。

◆ぎゃらりーわ79号掲載の役員名等

に、一部誤りがありました。

お詫びして訂正させて頂きます。

☆今回のぎゃらりーわ で20周

年特集も一区切りとなります。

長期間の取り組みでしたが、

多くの皆様のご支援・ご協力

に深く感謝申し上げます(藤田)

☆〈わ〉のホームページ(HP)

の更新作業も少し慣れ、より

見やすいHPにしたいと思って

います。一方、部会活動、地

域活動等の活動は毎日のよう

にされていますが、それに比

べ開催案内、活動記録の更新

は一部と感じます。活動の原

稿、写真のご提供をお願いし

ます。(才上)

☆〈わ〉の仕事を始めて半年。

手探りでいろんなイベントに

参加。特に今月号の特集とし

て初代委員長:福原さんのお話

を直接お聞きし､〈わ〉誕生の

経緯や先輩諸氏のご苦労がよ

り身近に感じられるようにな

りました。(浜田)
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