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1月19日こべっこランドで、“わ”んだーらんどがグループわ 主催で行われました。参加した子どもたち

は224名家族含めて総勢445名でした。“わらい届け隊”はちんどん屋・びっくりハウス・どっきりハウス・

パプリカの合唱等、“うらしまたろう”はバルーンアート・皿回し等、“むかしあそび研究会”はこま回し・

紙とんぼ・あやとり・かざぐるま等、他にターゲットボール、スポーツ吹き矢等に大喜びで楽しみました。

参加された各グループの皆様に感謝いたします。 （担当 広報 八木 清）
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特集 区会紹介 須磨区、垂水区、西区の取組と課題 2～4面

バルーンアート

皿回し

あやとり 折り紙 こま回し



区 会 紹 介

須磨区会

区会長 細野恵久（福3期）
＜区会の現状＞

1.会員数

213名（男性 113名、女性 100名）

令和2年度の会員数は前年より大幅に減少しました。

KSC在学生・入学生の減少傾向に加え、コロナウイル

ス禍による長期の活動休止が、会員数にも及んだので

す。人材の確保と活用がますます重要となることは間

違いありません。

＜活動方針＞

《地域貢献》と《つながり》の両立に努めています。

前者はニーズ（発揮先）、後者はシーズ（原動力）と

なって相乗効果を生むと信じるからです。

＜活動内容＞

下表に主な活動を示します。《地域貢献》は定例的

な活動に留まらず、スポット的な案件にもできるだけ

応じるように努めています。

1.ボランティア活動 (地域貢献活動）

2.会員の交流イベント （つながり活動）

各区会「多彩な交流活動」の拡大特集は、今回は須磨

区、垂水区、西区の3区会です。

以下、区会代表の皆さんからのコメントです。

(広報・道満出人）

地域貢献×つながり

＜活動の実状＞

年間の活動回数はおよそ550人･日で、近年低迷が続いて

います。そのうち400人･日を《地域貢献》が占めますが一

方の《つながり》は僅か150人･日程度と、バランスがとれ

ていません。

《つながり》の不足は活動参加者の広がり不足に通じま

す。事実、区会活動に関わる会員は70名前後（所属会員の2

7％前後）に留まっています。

部会活動に当会員の約85%が関わっている事実から考えて

も《つながり》を充実すれば区会活動への参加率は必ず向

上するはずです。

＜課題と解決策＞

1.運営の組織化

ここ10年明確な組織体制を持たず、区会長がすべての司

令塔となって、案件ごとに臨時のスタッフを置くやり方を

してきました。しかし区会の規模が拡大し、活動の幅も広

がった今、このやり方では間に合いません。令和2年度では

新たに運営委員会を編成して企画力を強化し、さらに連絡

網を整備して即応力を高めます。

2.区会意識の啓蒙

区会活動の資金は本部の活動助成金に100%依存していま

す。しかし、実質は会員一人ひとりが所属の区会に供託し

たお金なのです。会員はこのことを念頭に、区会活動に関

心を持ち、参加し、あるいは物申してほしいと思います。

3.地域貢献の拡大

活動拡大の余地は

とりわけ小学校の学

習支援にあります。

個人的ボランティア

に留まらず、校区毎

にグループを組んで

当たるようにしたい

と考えます。

4.つながりの多様化

公式・非公式に、また定例的・臨時企画の両面で《つな

がり》を図ります。KSC在校生の地域交流グループとの交流

は親睦にとどまらず人材確保のためにも重要であり、怠ら

ずに努めます。現会員には従来の定例的イベントに加え新

規の企画を提供し参加を促します。非公式の《つながり》

としては北区

会にならい同

好者の自由な

集いを促しま

す。また現在

中断している

月例健康ウォー

キングの再開

も考えていま

す。

目的・内容 場所 頻度

海岸清掃 須磨海水浴場 シーズン中毎月曜

障がい中学生

見守り

青陽須磨支援学校

トライやるウィーク

9月最終週

延べ20人

発達障がい児童

学習支援
西須磨小学校 月3～4回

放課後補習 菅の台小学校 月3～4回

お年寄の浴後ケア 神港園サニーライフ毎週火曜・金曜

外出行事付添 名谷すみれ苑 初詣、花見、秋

お買い物サポート須磨パティオ 毎週木曜

区ボラセンの要請要請に応じて 随時

目的・内容 対象者 時期・頻度

オリエンテーション 入会者・希望者 6月

区会だより発行 全会員 4月,7月,10月,1月

わ運営委の報告 メール配信希望者 毎月

わHP更新の通知 メール配信希望者 隔週

ウォークラリー大会 参加希望者 10月第4日曜日

２



垂水区会

区会長 戸島 峰光（国際22期）
＜重点目標＞

内容は次の3つです。

①地域活動グループへの支援

②会員間のコミュニケーションの推進と活動の周知

③親睦活動の推進

＜主な活動＞

1.ボランティア活動

2.会員の交流イベント

総会（1回）、交流研修会(2回)、親睦行事（歴探ウォ

－キング・グラウンドゴルフ・ボウリング・その他を、

4回程度）を実施しています。

＜活動事例＞

1.多聞ひまわり幼稚園、学が丘保育園、園芸指導

元年12月17日は、多聞ひまわり幼稚園で、年1回の餅

つき大会でした。また、学が丘保育園では、園児によ

る季節の花や野菜の栽培のお手伝いをしました。当日

は、空模様が怪しく小雨が降りましたが、園児たちは

元気いっぱいで

した。また4月

ごろに咲くチュー

リップを植えま

した。対象は2

歳児です。可愛

いですね。

2.名谷すみれ苑の介護ボランティア

元年11月は、すみれ苑からワゴン車に乗ってしあわ

せの村の日本庭園に向かいました。介護者は5名の高齢

者でその内言葉達者なおばあちゃんが2名おられ、車椅

子を楽しく押せました。

3.第3回親睦会・ボウリング大会

ジェームス山・グランドボウルで開催しました。18

名参加 （投球 16名 ）の皆さまが、本当にお元気に、

楽しい2時間を過ごされました。ある人は、50年ぶりだ

とか、また昨年以来の方、連覇を狙われた方と和気あ

いあいとした中でも 真剣そのものでした。

＜課題と対策＞

垂水区会の役員は卒業後2年目の会員が行うという長

年の伝統がありましたが、現在23期の会員は1名のため、

役員人選では伝統が崩れる可能性が高くなっており、

対策を考えています。

「健康、自立、連帯」

活動先 活動内容 時期

舞子駅周辺カイド
JR舞子駅周辺の道案内・

観光案内

毎土曜,

日曜,祝日

舞子駅周辺美緑花
清掃美化(現役学生「み

どり会」と協働)
毎20日

福田川遊歩道ｸﾘｰﾝ

作戦

福田川中流遊歩道

清掃美化
毎第2木曜

のばら学園介護支

援
園外散歩介助

毎水曜,

木曜

ジョイ垂水高齢者

介護

高齢者の車椅子散歩介

助
毎月曜

多聞ひまわり幼稚

園/学が丘保育園

農地耕作/園芸指導 毎第1、

第3火曜

サークル・クルレ 養護学生農作業支援 毎第3日曜

行政支援活動
区役所等からの行事要

請により参加
非定常

活動内容 実施回数

グラウンドゴルフ同好会 毎第１、第3月曜

ゴルフ同好会（垂球会） 年2～4回

囲碁同好会 休会中

３

プランターに土をいれているところ

餅つきの順番を待っているところ

日本庭園でくつろいでいるところ



西区会

区会長 吉田 謙（健福20期）

＜区会の現状＞

西区は、昭和57年8月1日に、垂水区から分区し誕生し

ました。神戸市の西端に位置し、明石市、三木市と稲美

町に隣接しています。面積は市域の約4分の1を占め、北

区に次いで2番目に広い区です。分区当時の人口は、9区

中最も少ない約9万4千人でしたが西神ニュータウン、学

園都市、西神南ニュータウンなどが建設され現在の人口

は約24万人と市内最多となっています。

自然環境に恵まれた緑豊かな西区では、稲作のほか都

心近郊の農業地域としての立地を活かした園芸、畜産、

果実などの農業も盛んに行われています。神戸市の西神

中央駅前再開発施策によりまだまだ人口が増えると予想

しています。西区の会員は北区に次いで多く、今年も多

くの新人を迎えました。しかしながら開催の行事やボラ

ンティアへの参加人数は限られていて長年にわたって続

けられてる人が中心となっています。新しい人の参加が

最大の課題です。

＜主な活動＞

ボランティアでは老人施設での川柳、コーラス、将棋、

書道、また神出教育園や西体育館での園芸、近隣小学校

での特別支援などを継続しています。

近隣小学校の特別支援は、特別学級で先生の手が回り

きれない時もあり、その間の生徒の見守りや相手をしま

す。また教室の近くの菜園で野菜や花を育てていて、子

供たちにも手伝いをしてもらい、実ったイチゴやサツマ

イモなどみんなでいただきます。支援の意義を感じる時

でもあります。

1.ボランティア活動

他に特別学級支援として木津小、伊吹の丘小、伊吹

東小、春日台小、竹の台小などで活動しています

集い,語らい,楽しく,充実の日々を

2.会員の交流イベント

区会開催の行事は春と秋の近郊ウオーキングと秋の

バスツアーがメインです。最近では福知山の廃線跡や

和田岬砲台と七福神巡り、雄岡山雌岡山、バスでは書

写山や芦津渓谷など毎回楽しい企画を心がけています。

もちろん令和2年度もみんなが満足してもらえるような

場所を企画します。

＜課題と対策＞

当面の課題としてボランティアの後継者や交代の役

員がなかなか見つからない事、行事の参加者が増えな

い事などが挙げられます。

月ぎめ発行の西区会だよりを通じてPRしていきます

が、なかなか読んでもらってないのが実情です。

今後も行事をさらに魅力的なものとして参加者の増

加を図りたいと考えています。

活動先・サークル 活動内容 活動回数

ﾊﾟｰﾏﾘｲ･ｲﾝ西神春日台 社交ﾀﾞﾝｽ指導 毎月1回

ﾊﾟｰﾏﾘｲ･ｲﾝ西神春日台 書道指導 毎月4回

ﾊﾟｰﾏﾘｲ･ｲﾝ西神春日台 コーラス 3ヶ月毎1回

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ「永栄園」 コーラス 3ヶ月毎1回

エルダービレッジ コーラス 3ヶ月毎1回

神出自然教育園 園芸支援 毎月1回

老健施設

「ﾋﾞｳﾞｧ･ｻﾝ神戸」
川柳指導 毎月1回

老健施設「珠光庵」 川柳指導 毎月1回

西体育館花壇整備 花壇美化 毎月1回

井吹台児童館 将棋指導 毎月1回

井吹の丘学童保育ｺーﾅｰ 将棋指導 毎月1回

開催月 行 事

4月 花見

5月 春のウオーキング

6月 「わ」西区会総会

10月 秋のウオーキング

11月 バスツアー

12月 忘年会

令和元年バスツアー 流しびなの館（鳥取用瀬町）

子供たちと菜園での様子です。

４



食文21期一同 1,932円

生環18 水町 亮治 5千円

食文20 大槻 隆文 1万円

福祉20 川部 忠夫 1千円

生環20 奈島 伴治 3千円

福祉20 平井 重夫 1.5千円

音文22 九鬼 美代 1千円

園芸23 高木 博史 2千円

福祉22 南 謙二 1千円

生環12 宮崎 芳江 1万円

音文20 堀川 栄子 1.5千円

福祉16 井口久美子 3千円

美工10 加藤 勇治 3千円

一般 坂口 勝 5百円

音文22 三木香久子 1.5千円

園芸21 猪井貴美子 1千円

食文22 猪井 敏彦 1千円

生環22 髙砂 雅人 1千円

食文7 久保田盛利 3千円

国際23 北田須美子 2千円

園芸22 藤津 匡章 2千円

生環13 道満 俊徳 3千円

生環22 橋本 重二 1千円

健福23 萩尾 映子 3千円

国際13 多賀 浩三 2千円

福祉9 中村 宏栄 1千円

福祉17 坂本 明子 1万円

食文7 江本和嘉子 3千円

園芸18 秋森喜代子 5百円

生環13 待鳥 孝夫 1千円

食文21 前田 利文 1千円

生環17 戎井 正俊 2千円

国際8 佐伯 義昭 1千円

生環24期一同 21,056円

食文22 坂上 照代 1千円

福祉21 真川 俊雄 1千円

生環16 木田 育義 1千円

生環22 衣笠 弘美 1.5千円

生環16 板野 武一 3千円

生環23 板脇 道雄 1千円

美工21 山地 良和 1千円

生環21 増井 良夫 1.5千円

SCクラブ大正琴一同 2万円

国際16 小畑 浩昭 3千円

音文17 神澤 揆子 5千円

食文22 石中 康彦 1千円

福祉22 長渡喜久雄 2千円

国際20 高橋 幹夫 2千円

生環18 久保 建彦 3千円

生環17 太田 治彦 1千円

生環17 池田 八郎 8千円

生環13 榊原弥栄子 5千円

音文23 吉井 俊男 1千円

園芸22 榊本 安重 1千円

福祉17 古川 芳枝 1千円

生環18 島ノ江繁吉 1千円

生環9 元田 弘忠 1千円

食文20 井上久美子 1千円

健福23 池内真知子 1.5千円

生環16 三谷 裕善 1千円

福祉22 中川美佐江 2千円

生環15 小島 光子 3千円

生環11 黒﨑 幸雄 3千円

生環9 笹井 俊司 1千円

生環15 蘆田 義和 2千円

福祉11 阿部 和子 3千円

福祉14 黒川 弘子 2千円

音文19 加茂 周治 1千円

園芸15 堺 汎 5千円

生環17 吉村 秀子 3千円

生環17 北村 洋 2千円

大正琴プリムラ一同 5千円

福祉21 岸野 清美 1千円

生環6 赤司 松美 1千円

国際20 竹中 晃子 1千円

食文21 中上姫久子 1千円

生環8 松元 楊子 1万円

音文17 西村 和子 3千円

福祉18 伊藤美智子 3千円

食文16 波多野武郎 3千円

生環21 浜田 哲夫 3千円

生環21 才上眞行 1.5千円

手話ソング一同 1万円

福祉19 中部 周二 1千円

国際10 南原 民子 2千円

生環10 松本みね子 3千円

福祉18 松本 治美 2千円

生環11 菅田 忠志 1千円

福祉3 細野 恵久 5千円

グループわ 須磨区会2万円

園芸21 室谷 和平 2千円

福祉17 市岡 克子 5千円

食文20 岡田 利勝 1千円

国際22 三木 敏文 1千円

福祉18 前川 功子 1千円

福祉13白井かほる1.5千円

福祉10 形部 康子 2千円

福祉20 松下美也子 1千円

美工21 金田 節子 1千円

福祉11 三浦 知子 1千円

音文11 岡本美智子 1千円

国際22 大寄 孝雄 2千円

KSC茶道同好会 5千円

グループわ 国際部会1万円

福祉14 藤井 健次 1千円

食文20 藏本 公子 1千円

募金順に記載(左上から下へ)

食文20 田辺 正夫 1千円

生環14 入口 康子 1千円

生環12 喜多 洋二 1千円

美工20 金内 隆 5百円

音文17 橋本 幸代 1千円

園芸15 田原 厚子 1千円

生環18 子川 幹男 3.5千円

国際18 内村ナナ子 5千円

音文22 富澤 郁惠 3千円

国際22 大田 壽子 1千円

食文20 井上 幸雄 2千円

園芸18 廣岡 彰 1千円

生環16 片岡 千鶴 1.5千円

食文7 藤本 一子 1千円

国際7 鐘築 重治 2千円

音文20 小原 香苗 3千円

食文21 小椋 宗二 1千円

国際10 渡辺 寛治 3千円

音文17 才田 章子 1千円

音文13 後藤 拓代 1千円

生環16 俵 貴志子 2千円

国際7 相馬 博 1千円

福祉19 田中 伸一 1.5千円

生環7 大掛 敏夫 1.5千円

生環16 山﨑 昭夫 1千円

音文20 藤本 誠 1千円

音文2 宮城 智子 2千円

生環15 中谷 一郎 1千円

音文8 増山 登 3千円

食文16 上辻 節子 1千円

食文20 片岡 泰雄 1千円

福祉21 庭井 智子 3千円

生環12 小川 哲生 1.5千円

音文5 深川久美子 1千円

国際14 久保 正志 2千円

福祉5 井関 一三 1.5千円

計 142口 374,488円

台風15号・19号支援募金

５

健康福祉⇒福祉

新設グループの活動紹介

クッキーの会 代表 笹埜 英明（生環25期 須磨区）

１．主旨 無添加な自然素材で作成した安全・安心な2種

類のクッキーを焼いて神戸市内の13か所ある児童施設の入

所者の方のおやつに、しあわせの村内の施設の障がい者の

方々の給食のデザートにと友愛訪問をしています。

２．活動概要 ①シルバーカレッジの学園祭等の行事にクッ

キーを販売し、その利益でボランティア用のバターや小麦

粉などを購入し、その購入した材料で友愛訪問用のクッキー

を焼いております。②クッキーを焼いた残りの時間を活用

し、パウンドケーキ・ロールケーキなどを作成しクッキー

を作成するための腕を上げるため研修をかかさず行ってお

ります。③クッキーを持参した時にシルバーカレッジや

「わ」のクラブ活動を紹介し、その後、何かの催しの時に

出演依頼があります。

３．特徴 参加者が負担なく楽しみながら、ボランティア

継続して行うためにはどうすれば良いのか考えました。入

会金ゼロ円 会費ゼロ円 費用

は学園祭などの売り上げから

捻出する。参加者のお楽しみ

にクッキー以外のお菓子も研

究する。（1回500円で参加し、

お土産あり）

４．今後の展開 ①クッキー

以外のお菓子で友愛訪問ができたら～②しあわせの村の行

事等で販売を促進したい～③多くの仲間を増やしたい～④

他のグループとコラボできないか～

連絡先

代表 笹埜 英明 e-mail: sasano@leto.eonet.ne.jp

多額のご厚志をいただきありがとうございました



【東灘区会】

◎遊喜幼稚園の農作業支援活動 岡本梅林公園梅まつり

春日雅夫（生環17期）

遊喜幼稚園の<わ>による農作業支援活動が令和元年12月

19日をもって終了いたしました。

平成17年4月から令和元年12月まで15年間にわたって農

作業支援の活動をしてまいりましたが、幼稚園の統廃合に

より令和2年3月18日に卒園式、閉園式が開催され閉園とな

りました。誠に残念ですが、閉園に伴い<わ>の活動も終了

することになりました。

遊喜幼稚園は久原房之介氏の寄付によって大正7年に設

立され、本年で103年になります。

園内にある、頌徳碑、東求女塚古墳の形をした池（縁石

は古墳の葺石を使用）は残ります。

新型コロナウイ

ルスの影響がここ

まで広がるとは想

像外 でしたが、

「岡本梅林公園梅

まつり」も当初の

計画を縮小し、2月

23日（日）なんと

か実施の運びとな

りました。

その結果、天気は良かったのですが、観梅者数は、昨年

度の約半数（3,800人）でした。原因としては、

①新型コロナウイルスによる自粛ムード

➁「甘酒のふるまいサービス」の中止による期待客の減少

③梅開花時期が2週間早くなった。

ことが観梅客減少の原因と思われます。

【北区会】

◎親睦バス旅行

代表 芦田義和（生環15期）

恒例になっている北区会の親睦バス旅行は、11月13日、

33名が参加して紅葉の丹波路を訪ねた。

最初に行った所は、丹波竜でおなじみの「化石工房ちー

たんの館」でした。ここには体長15ｍの恐竜の骨格標本

が館内に拡がり圧巻された。恐竜の化石を13年前に最初

に発見して話題になった村上茂氏から、発見当時のエピ

ソードを生の声で聴くこと

が出来て感動した。

柏原にある三友楼で昼食

をとった後、「小鼓」でお

なじみの小西酒造を訪れて

酒造りの見学やいくつかの

美酒を試飲した。

帰りには、道の駅・おば

あちゃんの里やめんたいパー

クでお土産を買い帰途につ

いた。絶好の秋晴れにも恵

まれて楽しい1日を過ごすこ

とができた。

【長田区会】

◎<わ>長田区会の新年会を開催しました！

代表 福井芳秋（美工21期）

少し遅い目の親睦を兼ねた新年会、2月5日地下鉄長田

駅近くの中華料理店に16名が11時に集い開催しました。

12期の大先輩から一昨年卒業の22期まで男女各8名が参

加、クジ引きで交互に座り食べ放題＆飲み放題の宴が始

まりました。美味しい料理を食べながらビール・紹興酒・

ハイボールなどを飲み、大いに喋り、お腹を抱えながら

笑い、会員同士の一層の絆と親交を深める事ができまし

た。

５月開催予定の区会総会＆イベント会場選び、先々の

区会運営の建設的な話題や敬老優待乗車証を受け取り行

動範囲が広がったと喜ぶ女性、物忘れと医者通いが増え

たと笑いながら話す男性、様々な会話が飛び交い、楽し

く和気あいあいの雰囲気の中、有意義な2時間を過ごしま

した。次回イベント、春のお花見は20名超え参加（会員

の1/3）を目指したいと思います。

６ 本ページ編集広報・才上眞行

＜化石工房ちーたんの館＞

活動レポート

新型コロナウイルス緊急事態宣言解除に伴う」

グループわ の活動 について

「三密」を避け感染予防のため参加される方はご自身

で「マスクの着用と検温」の上お越しください。

・貸室業務（一ノ谷プラザ）は6月2日（火）から上記を

ふまえて再開

・ふたばパソコン教室は6月12日（金）から上記をふまえ

て再開（毎週金曜日 9:30～11:30）

「個人ボランティア登録のお願い」
個人でボランティアとして活躍していただける方の

登録をお願いしています。

FAXまたはメールにて<わ>にお送りください。

FAX 078-743-3830 メール wa_support@wa-net.jp



７

カレッジだより

（本ページの編集：才上）

3月24日(火)、カレッジホール

で 第24期生卒業式がおこなわれ

る予定でしたが、「新型コロナウ

イルス感染症拡大防止」および学

生の健康と安

全を確保する

ため、卒業式

は中止となり、

卒業証書は郵

送となりまし

た。

わ だ よ り
◎第17回 定期総会、功労会員、グループ表彰

・日時：7月17日（金）午前10時30分から

場所：たんぽぽの家多目的ホール

今年度の総会は、コロナウイルスの感染防止のた

め出席者を絞った開催になります。

（24期生）

健福28名

国際52名

生環42名

美工29名

音文35名

園芸34名

食文26名

第24期生卒業式
246名が巣立ち

新型コロナウイルス感染症拡大もあ

り、政府の緊急事態宣言の発令により

兵庫県が実施区域とされるとともに神

戸市の対応方針を踏まえてKSCも感染

拡大防止と感染リスク回避のため入学

式を中止し、併せて臨時休校を8月31

日まで延長することになりました。

☆カレッジ事務局 人事異動☆

事務局長 後藤徹也（新任）様

丸一功光（退任）様

教務リーダー 佐々木信二（新任)様

窪田和人（退任） 様

会員の皆様へ お詫び

この度マスコミにより報道されました神戸市こども

家庭センターでの夜間電話相談員の対応の件につきま

しては、会員の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけ

いたしました。先ずもってお詫び申し上げます。

グループわ は、神戸市こども家庭センターの１年

365日の夜間と土日祝日の昼間における電話と来所者

の対応を、2005年7月から毎年度特命随意契約で受託

し、登録相談員30名強が交代で対応してきています。

令和2年2月10日（月）の午前3時30分頃、小学6年生

女子児童が神戸市こども家庭センターを訪れ、「お母

さんに追い出された」とインターホンで訴えましたが、

相談員は、十分な聞き取りをせずに、口頭にて警察に

行くように指示しました。不適切な対応で当該女子児

童に大変不安でつらい思いをさせてしまい、マスコミ

を通じて当該女子児童と関係者の皆様に心よりおわび

申し上げました。

この度の報道により、グループわを知らない多くの

市民の皆様は、グループわ に対する疑問や不信感を

持たれたものと思われます。しかしながら、「再び学

んで他のために」の精神のもと、これまで22年間培っ

てきた私どもの活動を今後とも継続していくことで、

必ずや信頼回復は可能と考えています。

グループわ は、ボランティア団体として、新たな

気持ちで高齢者、障がい者等の福祉の増進並びに子ど

もたちの健全な育成を目指してボランティア活動を進

めていきたいと思っています。

このような事態に至りましたことを、皆様に重ねて

深くお詫び申し上げますとともに、皆様の絶大なるご

支援とご協力をお願い申し上げます。

2020年4月1日

NPO法人社会還元センターグループわ

理事長 大槻 隆文

編集後記
広報を担当して3年、今年の総会で退任します。

特にHPの情報充実、見やすいデザイン改善にも取組み、

幅広い経験をさせていただき、有難うございました。

（才上）

新型コロナウィルスの関係で、すべての行事が中止

又は延期になり、又経費節減のため、今号は８頁立て

になりました。今後も見とおせない情勢で困っていま

す。 （八木）

本号は、コロナウイルスの関係で、在宅勤務による

編集作業となり、手間取りました。

早く元の生活に戻れる様、まずは自分が出来る感染症

対策をやっていきます。 （道満）

水の科学博物館運営業務 終了

平成28年4月から受託業務として、庶務、受付、警

備業務を実施してきましたが、令和元年度で終了とな

りました。

第27期生入学式は中止
臨時休校、学生の登校禁止に

コーディネーターの交代

健康福祉コース

澤田 千恵子 様 ⇒ 上田 八千代 様

生活環境コース

大橋 一郎 様 ⇒ 青木 孝知 様

電話相談業務 終了

・「いじめ体罰こども安全ホットライン」は、競争入

札の結果、令和元年度をもって終了しました。

・「児童虐待電話業務」は福祉専門職にて対応するこ

ととなったため、5月31日をもって終了しました。

◎スタッフの皆様、お疲れさまでした！



GoogleやYahoo!の検索画面で「グループわ」と入

力 ➡ グループわ の見出しをクリック ➡ 上

のＨＰが開きます！

スマホ、タブレットはQRコードから

photo ニュース

“新ホームページ”8月1日移行予定!!

“わ”んだーらんど（こべっこランド）1月19日

● ホームページのTopページの「リンクボタン」の位置

を、変更しました。

● リニューアルした新ページの、テスト運用中です。

を クリックしてご覧ください。

１．１７のつどいボランティア 1月1６日 コーラスタルミコンサート 1月１９日
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かざぐるま パプリカの合唱 紙とんぼ ここまで届け

どっきりハウス ターゲットボール スポーツ吹き矢

舞子ビラあじさいホール


