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夏休み工作塾 8/8開催

8月8日（土）、しあわせの村研修館にて、子

どもたち期待の「夏休み工作塾」を今年も開催

しました。今年は完全予約制を採用し、コロナ

ウィルス感染予防対策を徹底した会場で、小学

生の子どもたち76名がそれぞれの工作品の制作

に奮闘しました。

工作品は、①折染めうちわ②紙漉きはがき・し

おり③バーニングアート④つる細工⑤折り紙⑥

竹細工⑦ソーラー風車の7会場に分かれて行いま

した。3密を避けるため保護者の入室は原則禁止

で、廊下から子供たちの工作を応援して頂きま

した。

コロナウィルス感染防止の
為完全予約制 76名参加



小学校で、子どもたちが私たちの支援を求めています。週1回でも、月に2回程度でも結構です。あなたの空いてい

る時間を貸してもらえませんか？！今、小学校では、先生以外に子どもたちの学習の手助けをするボランティアが必

要なのですが、大きく不足しています。グループわ では、この度学習支援ボランティアを募り、従来以上に活動充実

を進めたいと考えています。教員の経験や資格の有無は問いません。できるかな？ ハードルが高いな… と感じる

方もいらっしゃると思いますが、子どもの好きな方なら大丈夫。事前に研修を受けてから始めていただきます。また、

支援者の集いも年2回開いて互いに話し合う場も設けています。

多くの方のご登録をお願いします。お問い合わせもご遠慮なく、お待ちしています。

【問い合わせ・登録窓口】
グループわ 本部事務所：毎週月曜から金曜（祝日を除く）9：30-16：30 学習支援担当 岸野清美

TEL.078-743-8101 FAX.078-743-3830 Mail. wa_info@wa-net.jp

グループわ ホームページからも登録できます。 http://wa-net.jp/group-wa/2020/09/08/201016

【支援先】神戸市内の小学校。お住いの近隣小学校を基本にします。

【支援内容】特別支援を必要としている子どもたちの学習支援（なかよし学級など）

【条 件】謝礼：活動時間に応じて、一日最大3,000円の謝礼（交通費含む）

車利用の場合の駐車場は学校個々の事情によります。

学習支援研修会開催
日 時：10月16日（金） 13:00～14:30
場 所：シルバーカレッジ 学習室１・２ 駐車場・交通費補助あり（500円）

講 師：神戸市教育委員会 特別支援教育課 学校支援担当係長 水金 稔 先生

内 容：特別支援の内容、子どもの対処の仕方、お困り相談等

申込み：グループわ 学習支援担当 ℡.078-743-8101 Mail. Wa_info@wa-net.jp

登録は未定だが活動に興味がおありの方の参加も歓迎です。まずは受講をお願いします。

10月25日（日）
10:00～15:30

しあわせの村 芝生広場 参加費：500円 対象：小学生まで
＊新型コロナウィルス感染予防対策のため入場制限する場合もあります。

〇顔出しパネルで記念撮影

〇わいわいこどもショー

・ファッションショー

・家から仮装

・パプリカダンス

11:00 フォークダンス

11:30 わいわいこどもショー

13:00 人形劇 3びきのこぶた

3枚のおふだ

14:30 銭太鼓

15:00 わいわいこどもショー

＜むかしあそび＞ 竹馬・こま回し・けん玉他

＜マジック＞ マジック教室

＜木工＞ 工作によるおもちゃ遊び

＜わらい届け隊＞ ハロウィンのマント、お面作り

＜うらしまたろう＞ バルーンアート・皿回し

＜ケナフ＞ 紙すき（はがきまたはしおり）

ほんぶ 10:00～15:30 ステージ 11:00～15:30 テント 10:00～15:30

２

学習支援（特別支援学級） ボランティア募集



しあわせの村で秋の一日新装なった運動広場でグラウンドゴルフを楽しみましょう！
区会や部会の中で男女を問わず 1組3名でお申し込みください。
開催日 ： 令和2年11月1日（日）

開会式 ： 9時30分 （受付：9時00分～ ）

試合開始： 9時50分
会場 ： しあわせの村 運動広場 （P2駐車場前）

参加募集： 先着16組（1組3名）

参加費 ： 1人 500円 （賞品代に充当）

尚、プレー中以外はマスクの着用をお願いします。

（9月18日（金）より募集開始 10月16日（金）〆切とします。）

★競技方法 個人戦のみ

9：50 ～ 12：00
8ホール × 2ラウンド

ゲームは1組3名でプレーします。

★表彰 ： ＜個人＞優勝、準優勝、第3位、とび賞、ＢＢ賞、とまり賞、参加賞

★申込方法 ：電話、FAX、メールで、「グループわ グラウンドゴルフ大会係」まで申し込みをお願いします。

Tel ：078-743-8101 Fax ：078-743-3830 Mail ：wa_support@wa-net.jp

◆観察場所 しあわせの村 キャンプ場周辺（集合場所：野外活動センター）

（当日の天候により、屋外活動が難しい場合は、中止とします。）

◆時 間 2020年11月8日(日曜）10：00～12；00 （集合時間：9：30～10：00）
◆募 集 先着30名（小学生低学年～一般）

（9月18日より募集開始10月23日〆切とします。）

◆参加費 無料 歩きやすい服装でお越しください

◆応募方法 氏名・年齢・性別・住所・電話番号を記入して下記までお送り下さい。

（小学生の場合は保護者同伴でお願いいたします。）

◆申込方法 ハガキで下記宛先あて、申込頂くようお願いします。

宛先 ： 〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1番16号
◆ご用意いただくもの マスクは必ず装着下さい。

帽子・水筒・雨具・タオル・双眼鏡・図鑑など

（双眼鏡のない方はお貸ししますので、予めお申し出ください。）

グループわ 会員,親睦グラウンドゴルフ大会

神戸市シルバーカレッジオープンキャンパス開催
1.実施日時

（1）日程：令和2年11月16日(月)～20日(金)(5日間)
（2）時間：10：00～12：00
2.実施場所

神戸市シルバーカレッジ２階 学習室８

3.内 容

神戸市シルバーカレッジの概要の説明及び施設.授業見学

4.定 員

20名/日 事前予約制（先着順）

5.申込方法

電話（743-8100）または（FAX（743-8103）
※FAXの場合は氏名､電話番号､第1希望日,第2希望日を明記

のこと

6.担 当 佐々木・絹川
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財政再建プロジェクト

＜概要＞

昨年の3受託事業の減等により本年度予算が１

９０万円弱の赤字予算となりました。そこで、

次年度は、黒字予算が組めるよう、11月までに

検討結果を出す。

＜活動メンバー＞

加藤勇治、芦田義和、竹田友子、岩波義孝、

岸野清美、冨川 修、南 謙二、高木博史、道満出

人、桜間 茂、横山健一 豊野文子

オブザーバー：大槻隆文

事務局：浜田哲夫

＜活動スケジュール＞

プロジェクト・ミーティングを実施

第一回 8月25日：概要説明とフリートーク

第二回 9月15日：課題と方向性の確認、

意見集約

＜財政状況の確認＞

グループわ財政経過を説明。

２．具体的な施策

＜収益拡大案について＞

１）環境未来館入札

２）須磨一ノ谷プラザの利用促進

３）その他の受託事業の模索（提案）

・ＫＳＣ会議室貸出管理

・振興協会業務の受託（長寿祭等）

・フレイルサポーター

・学習支援事業

・老人会、子ども会等の事務支援

４）提携先とのイベント運営受託料見

直し

パソコン塾、入学式写真

５）その他（提案）

・情報誌へ広告掲載

・物販（書籍等）

・請負（庭の番人）

＜費用削減のための検討事項＞

グループわの費用支出では、まず組織運営効率化や

費用削減によって本部維持費をどのように減らせる

か。

１）組織運営効率化

理事人数、出務回数

総会、理事会、運営委員会

２）経費削減対策

ペーパレス、ネット活用推進、他

３）その他

組織サービス対策、活性化対策

ボランティア保険、情報誌郵送、

区部会助成金、功労表彰

＜確認事項＞

・グループわ 定款「目的に関する条項」の確認

・グループわ 財政再建への「提言」の提出

・「提言」の集約

・助成金の調査・整理

・区部会助成金の報告義務

３．今後の進め方

第三回 10月20日：課題と方向性の集約

第四回 11月20日：プロジェクト報告

（本ページ編集・道満）
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