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8 月 7 日「夏休み工作塾」を、しあわせの村で開催しました。本年も昨年同様、コロナウイルス感染症対策と

して、完全予約制とさせていただき、多数の小学生の応募があり、130 名の方が参加されました。 

参加していただいた小学生は、グループわ の各クラブによる指導のもと、木工・紙すき・バーニングアート・

つる細工・折り紙・折染めうちわ・ソーラーオルゴール作りに、真剣に取り組み、個性的な作品を数多く仕上げ、

持ち帰っていただきました。 

（担当  広報  道満 出人） 
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グループわ では今年度より神戸市教育委員会から受

託した学校園ボランティア等派遣コーディネート業務を開

始しました。これはボランティア人材等の掘り起こしを行い、

子どもたちが学ぶ学校園の教育活動を幅広く支援してい

くものです。主な活動内容としては従来から実施している

特別支援学級等の子どもたちの支援に加えて行事への

支援、花壇・学習園等学校園敷地内の環境整備、長期休

業期間中の飼育動物の世話、図書室の環境整備などの

活動が要請されています。 

①学習支援 

現在 57校、104名の方が支援に携わっています。主

に特別支援学級等の子どもたちの支援ですが普通学級

での支援を行っている方もいます。 

【支援者の声】（小学校のなかよし学級の支援） 

近隣のグループわ の会員の方に誘われ、一昨年の４

月から近くの小学校に行くようになりました。毎週１日、４

時限目終了まで支援を行っています。支援内容は朝、

登校してきた児童の朝の会が始まるまでと休み時間の

見守り、児童の交流学級への往復のサポートと、授業時

間中はその児童の学習支援をしています。 

学習支援は支援者の都合により、回数、曜日、時間

等について、当該学校園と調整できます。 

②行事への支援 

主に運動会、音楽会、授業参観等の受付業務です。 

【支援者の声】（五位の池小学校スポーツフェスティ

バル受付支援） 

台風一過の 2 日、好天に恵まれ校門前は長蛇の列

が！我々３人と PTA・職員、計 12 名が受付で待機。8：

40 の開門を待ちわびた保護者がカメラを持ち、首に入

校証を掛け９時迄の間に約 500 人が受付を通過されま

した。名札とマスクの確認をして検温・アルコール消毒を

済ませて小走りに運

動場へ移動される風

景はコロナ禍で「ほほ

えましく」て「元気を

貰える」風景でした。 

③花壇・学習園等学校園敷地内の環境整備 

学校により規模が違いますが月１回程度、花苗の植え

付け、草引きなどを行います。 

お盆のころに花壇の水やりの依頼もあります。 

【支援者の声】（園庭の整備） 

梅雨の晴れ間に訪れた幼稚園ではちょうど園児たちが

ジャガイモ掘りをしていました。私たち 3人は 2日間の予

定で、園庭の一角にびっしり生えた雑草を小さな熊手を

使って除草しました。帰り際園児たちの「バイバーイ！」

の声に元気をもらいました。 

④長期休業期間中の飼育動物の世話 

普段は子どもたちや先生が世話をしていますがお盆

の期間や年末年始の期間の内、２～３日程度餌やり等

を行います。学校園により飼育動物が異なりますがうさぎ

の世話が多く、他にカメ、メダカ等を飼育している学校園

もあります。 

夏季、冬季の休業期間中の 2～3 日程度力を貸して

もらえませんか。 

【支援者の声】（ウサギの餌やり） 

小学校の７羽のウサギのお

世話に行きました。休業中の

校舎に鍵を開けて入り、餌を

まちこがれているウサギに

会ったら可愛くて毎日でも行

きたい思いになりました。フードばかりたべているとのこと

だったので許可をもらって野菜とか葛の葉、ツルをいっ

ぱい持っていきました。葛の葉は大好物のようで、早朝

から新しい葛の葉をとりにいって持っていきました。 

⑤図書室の環境整備 

支援内容は学校園により

様々。中学校は昼休みに生

徒と一緒に返却・貸出しの補

助とその後の本の整理。小

学校は児童のいない時（コロ

ナ禍かもしれません）に分類ごとに整理。幼稚園は普段

は保護者の方が整理をされているようですが、やはり整

理整頓がなかなか難しいようで、お手伝いがいります。 

本の好きな方、ボランティアをしてみませんか。 

⑥小中学校作品展の支援 

夏休み期間中に子どもたちが作った理科、生活科、

社会科、技術家庭科の作品展の受付、会場案内、見回

りを行います。緊急事態宣言のため 10 月 3日までの作

品展は中止となり、かろうじて 10 月 8 日から４日間、中

学校の理科作品展のみが開催されました。 
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学校園からの要請に迅速に応えるために皆様に支援

者登録を行ってもらい、支援要請があればその学校園の

近隣にお住まいの方を優先に声掛けを行っています。 

現在、180 名ほどの方が登録されていますが、まだまだ

不足しています。皆様の登録をお待ちしています。 

連絡先：078－743－8101(グループわ 事務所)  

担 当：高木博史

 

登録用紙はホームページからダウン

ロードできます。また、直接ホームペー

ジから入力することもできます。 

http://wa-net.jp/group-wa/2021/04/20/honbu_gakouen/ 

 

トップページ右上のボランティア募集タブからも入れます。 

  http://wa-net.jp/group-wa/  

知的な障害を持つ青年たちにとって、高校(特別支援

学校の高等部)を卒業した後は、就職か福祉就労しか選

択肢がなく、学びの場が実質的には保障されていないの

が現状です。「卒業後も仲間ともっと学びたい、進学した

い！」という、知的障害のある青年たちの思いと、障害者

権利条約（2014.1.20 批准）(※)を背景に、しあわせの村

は、文部科学省委託事業を受託し、軽度の知的障害のあ

る青年たちが学ぶ生涯学習の場「KOBE しあわせの村ユ

ニバーサルカレッジ」を立ち上げました。シルバーカレッジ

の学舎で、年 6 回の開講を予定しています。受講生は神

戸市各区に住む就労事業所や会社で働いている 18歳か

ら 30歳の青年男女 30名です。  

グループわ は、部活動の引率、2 回の世代間交流授

業等を委託されました。 また、新長田で、知的障害のあ

る青年たちの 2年間の学びの場「エコール KOBE」 そし

て 6 年間学べる福祉事業型職業訓練校「カレッジ・アンコ

ラージュ」を立ち上げるなど、すでに先進的な取り組みを

している「ライフ・シンセリティ」のスタッフと、そこで学ぶ学

生たちとも一緒に活動することとなっています。 

①開講式 

7 月 24 日（土）の開講式には来訪された「久元喜造市

長」にご挨拶をいただき、記念写真を撮りました。NHK と

神戸新聞も取材にきて、NHK のテレビニュースで紹介さ

れ、神戸新聞にも掲載されました。 

1回めの講義「異文化を学ぶ」では、積極的に手を挙げ

て質問するなど意欲的に取り組んでいました。午後の 90

分間の世代間交流授業では、グループわ のKSCマジッ

ククラブにお世話になりました。マジックショーに歓声を上

げ、マジックを教えて貰い、グッズをお土産にもらい、大変

喜んでいました。アンケートには受講生の全員が楽しかっ

たと答え、「おじいさん」「おばあさん」が教えてくれてよ

かった、との感想が書かれていました。マジッククラブの方

の年齢を聞いて驚いていた受講生もいましたので、高齢

者と青年のよい交流になったようです。 

②２回目以降の講義 

9 月 11 日（土）の第 2 回目から部活動が始まりました。

コンテンポラリーダン

ス、卓球、テニス、ボク

シングフィットネス、ス

ポーツの 5 つです。そ

れぞれ経験があるよう

で、なかなか上手く、み

んな満面の笑みで、楽しんでいました。 

2回目の講義は王子動物園、アンモナイトのレプリカ作り。

3 回目 10 月 16 日は、阪急・阪神電車、川重の時速

400Km を出すオートバイ「Ninja」、その後はインドカレー

作り、写真、ダンス、神戸の歴史など、と続きます。12月の

世代間交流はわらい届け隊と一緒に楽しく遊んで仲間と

の思い出作り。2 月が閉講式。彼らの表情を見ていると、

ユニバーサルカレッジは彼らの良い学びの場になってい

ると確信しています。 

 

※障害者権利条約（2014.1.20 批准）：「国は、障害者が、差別な

しに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職

業訓練、成人教育及び生涯教育を享受することができることを確保

する。このため、締約国は、 合理的配慮が障害者に提供されること

を確保する。」 

 

ボランティア活動者募集 
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◆オープンキャンパスについて 

 日時 11 月 9 日(火),15 日(月),18 日(木),19 日(金), 

・午前  ：午前 10 時から 12 時 

・午後  ：午後 1 時から 3 時 

 定員：各 20 名（事前申込制,9 月 15 日から先着順受付） 

 内容：(各日,午前-午後同じ内容です。(2 時間/回)) 

        ①シルバーカレッジ概要説明 

        ②コース・専攻の説明 

 ③施設・授業風景見学 

 

 

 

◆令和４年度学生募集について（予定） 

募集期間 令和 4 年 1 月 17 日(月)から 1 月 28 日(金) 

日時 ：10 月 30 日(土) (雨天順延:10 月 31 日(日) 

午前 10:00～12:00, 午後 13:00～15:30 

場所 ：しあわせの村 芝生広場 

参加費：無料(小学生まで (保護者同伴可）) 

※新型コロナ感染予防対策のため入場制限します。 

 

 

 

開催日： 11月 27日（土） 

    受付 13時～ 

会 場：しあわせの村 運動広場  

参加募集 ：先着 16組（1組 3名） 

尚、プレー中以外はマスクの着用をお願いします 

募集：10月 1 9日（火）より 11月 12日（金）

 

 

 

野鳥観察会 

◆開催日時 10 月 3 日 10:00～12:00 

◆観察場所  しあわせの村  

キャンプ場周辺 

◆参加者   27 名でした。 

野鳥観察会当日は、夏鳥と冬鳥が入れ替わる時

期のため、野鳥たちは少な目でしたが、鳥合わせ

（観察した鳥の確認）をした結果、見ることができ

た鳥が 11種、声を聞けた鳥が 2種でした。 

 野鳥以外にも植物や昆虫についての話も聞くこ

とができ、こどもたちは熱心に質問をしたりして、

楽しい時間を過ごすことができました。 

 

  

神戸市シルバーカレッジ オープンキャンパス 

トピックス 

 
Google や Yahoo!の検索画面から 

「グループわ」と入力 

▶グループわ の見出しをクリック 

▶上のﾍﾟｰｼﾞが開きます！ 

     スマホ、タブレットはQRコードから 

トップメニュー 

ビバ！ハロウィン 

ご家族,ご友人,ご近所様に声掛けを！ 

会員親睦 グラウンドゴルフ大会 


