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࿏େࡂͷӨڹΛड͚伱ؒ෩͕ೖΓɺ
Ӎਫ͕ࣨʹྲྀΕɺʑ׆ಈͷ͛
ʹͳΓ·͠ ͨɻଞͷళฮͷํೖళ͞
ΕΔɺεέϧτϯʹ͔ͯ͠Βશ໘վ
͢Δͷʹର͠ɺۚࢿͷͳ͍ͪͨࢲ
ॿۚͰ෦తվΛෳճ܁Γฦ
ͯ͠ ͖·͠ ͨɻεέϧτϯʹͯ͠ ͔Βશ
໘վ͍ͨ͠ʜʜͱ͏ݴͷ͕ͷເ
Ͱͨ͠ɻ
ɹͦͯ͜͠ͷɺຊॿۚΛड͚ͯɺ
ͯ͠ʹॴͷ�֊ͷஔࣄ ͍ͨॴΛ
εέϧτϯʹͯ͠ ͔Βશ໘վͷӡͼ
ͱͳΓ·͠ ͨɻ
ɹվࣄఆୀ৬ޙɺେͰ
ҬσϏϡʔ͠ ʮͨίϛϡχςΟେͳ
͝Έʯʹ ґཔ͠·͠ ͨɻ൴ఆ
ஙݐʹΔͨΊ͢ݙߩͰҬɺେޙ
ͷ͔ૅجΒ࣮ٕΛֶͼɺ/10ͳͲͷ
ϦϑΥʔϜΛྑ৺తͳՁ֨Ͱ͚ෛͬ
͍ͯ· ɻ͢
ɹ����� �݄ΑΓվ͕ࣄ·Γ
·ͨ͠ɻ͔͠͠ղମޙɺߏ্ͷ
Ͱํࣄ๏Λେ෯ʹݟ͢ ͱ͜ʹͳ
ΓɺֹۚॳͷੵݟΓΑΓେ෯ʹ
Ξοϓ͠·͠ ͨɻͳʹͿΜʹݐ͍ݹ
ͳͷͰɺนΛ։͚ͯΈͳ͍ͱ͔Β
ͳ͍ ͱ͜ɺఆ֎ͷࣄଶ͕ى Δ͜͜
ͱेʹ༧ଌ͍ͯ͠·͠ ͨɻͦ͏͠
ͨதͰɺʮͥͻɺ͜͏ ͍ͨ͠ʯͱ͏ࢥཧ
அ೦͠ɺ࣮ݱʹฦͬͯઈରඞཁ
ͳ෦͚ͩͷվʹߜΓࠐ·͟ΔΛಘ
·ͤΜͰͨ͠ɻচɾนɾ૭ͳͲશମ
ͷՁ֨Λ͑ɺఱҪృͳ͠ʹ͠·
͕ͨ͠ɺ·ͩ༧ΦʔόʔͰͨ͠ɻ࠷
Μ͕ɺʮ͞େͨ͠Λࣄʹޙ
Γ͔͔ͬͨધɺϘϥϯςΟΞͰΓ·

͢ΑʯͱসإͰͯͬ͘ݴ ͩ Γ͞ɺԿͱ
͔ॳͷֹʹ Δ͑ ͱ͕͜Ͱ͖·͠ ͨɻ
ɹ͓͔͛Ͱ൴ͷҬॅຽͷࢹͱઐ
Ոͷࢹ͔ΒɺۭؒΛར༻ͨ͠ఱ
ҪऩೲݿࢠͲਤॻίʔφʔͰ
͖ɺ�݄ ʮʹΘ͍Θ͍ʯ͕͠
·ͨ͠ɻͦͷޙɺࣄͷࢧ͍Λ
ɺ൴ʮ͍͖ͨͩޙΒ͔ͯͤ·ࡁ
͗͢Ͱͨ͠ɻͷํେͰָ ·ͤ͠
ͯΒͬͨΜͰ͢ʯͱͯͬݴɺࢧ͍
ͷҰ෦Λدͯ͠ ͩ͘ ͍͞·͠ ͨɻ
ɹ͜͏ ͯ͠ ɺ͍ͭҬͷଟͪͨࢲ
ͷ͘ํ͔Β͑ࢧΒΕ͍ͯΔ͠ँײʹࣄ
͍ͯ· ɻ͋͢ͱʮΘ͍Θ͍ʯ͕
ॴͱͳΓɺ͠ډͲͨͪͷࢠ ͔ͬΓࠜ
͔ Δͤ ͱ͜ͰԸฦ͠Λ͠ ͍͖ͯ· ɻ͢
A）「夏休みの宿題お助け隊」
ɹʮ͓ຍ·Ͱʹ॓Λࡁ·ͤΑ͏ ʯͱ
�݄ ��ɺͳ͝Έ͞Μ͕Ҭઌੜ
ʹͳΓɺʮࢠͷࣨڭʯΛ։͠࠵
·ͨ͠ɻࢠͲͨͪͷ͵ ͘Γʹ
৮Εͳ͕ΒɺϊίΪϦ͔ͳͮͪΛॳ
Ίͯۓ͏ுײͰ͍ͬͺ͍Ͱ͕ͨ͠ɺ
ΦϦδφϧͷๅശຊཱ͕ͯͰ্͖͕
Δͱͱͯ͏ Εͦ͠ Ͱ͏ͨ͠ɻͨ͠
Έٳʹຬ͠ͳ͕ΒɺདྷͷՆ࡞
ʹࣨڭՃ͍ͨ͠ɺࠓҜ
Λͭࢠ Γ͍ͨ͘ͳͱ͍ݴͳ͕Βɺ࡞
Λେࣄʹ๊͑ͯ ͠·Γؼ ͨɻ
ɹ�݄�ʙ��ಡॻײจͱࣗ༝
࿈ଓ�ؒɺूதͯ͠νϟϨϯʹڀݚ
δ͠·͠ ͨɻࢠͲ͕ͨͪҰ൪ۤखͱ
͢Δͷ͕ͦͷ�ͭͰɺՆٳΈͷޙ࠷·
ͰखΛ͚ͭΒΕͣʹͯͬ͠·͍͕ͪ
ͳ॓Ͱ ɻͦ͢ΕΛࢠͲ͕ͨͪࣗ༝
ͳൃͰࣗओతʹ͍ͬͯ͘͜ ͱΛଅ

͠ɺϘϥϯςΟΞ͕ख ͱ͏͍͏औΓ
ΈͰ ɻ͢
ɹখֶੜ��໊͕Ճ͠ɺࢦಋྸߴ
ऀɺϑϦʔεΫʔϧͷதֶੜɺେֶੜ
ͷܑ͓͞Μͱ͓͞ΜͰɺֶߍͰຯ
Θ͏͜ ͱ͕Ͱ͖ͳ͍งғؾͷதͰָ͠
Ί·͠ ͨɻͱ͘ ʹࣗ༝ڀݚͰɺϥΠ
τηʔόʔίϦϯτήʔϜʹਓ͕ؾ
Γ͋·͠ ͨɻ

親子の木工教室。お母さんと金づちに挑戦！

苦手な読書感想文も、みんなでやれば怖くない

人気のコリントゲームづくり

解体中の事務所の2階

スケルトンにして
から全面改装

地域・コミュニティ活動助成

認定NPO法人東灘地域助け合いネットワーク
兵庫県神戸市
小学生のための寺子屋の場づくり

団体設立経緯

ɹ�����݄�ɺࡕਆ୶࿏େ͔ࡂ
Β�िؒޙʹඃࡂͷ෮ڵΛతʹ
ઃཱ͠·͠ ͨɻ҆൱֬ͱਫΈ���
൪ɺચ୕���൪ͳͲͷࢧٸۓԉ͔Β
·Γɺආॴ͔ΒԾઃॅɺԾઃ
ॅ͔Β෮ॅڵҠΒΕͨඃऀࡂ
ͷͨΊʹੜݐ࠶׆ͷ͓ख͍Λ͠ ͖ͯ
·͠ ͨɻ
ɹҰํͰɺࡂͷ܇ڭͷͻͱͭͰ
͋ΔίϛϡχςΟ่յʹର͠ɺඃߴࡂ
ྸऀʹձΛ։͖ɺด͡ ͜Γͷ
ؒͮࢭ Γ͘ʹ ༩͠ɺίϛϡχςΟد
ͷ࠶ੜʹऔΓΜͰ͖·͠ ͨɻ

活動概要と活動対象範囲
ɹਆࢢށւͱʹғ·Εɺۙـ༗
ͷॅͱͯ͠ൃల͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
౦ṗ۠��લͷࡕਆ୶࿏େࡂͰ
Ұతʹਓޱݮগ͠·͠ ͕ͨɺϚϯ
γϣϯͷͯݐସ͕͑૬͍Ͱɺਓޱ

ࡂલΛ্ճΓɺଟྸߴࢠԽҬͱ
ͳͬͯ ͍· ɻ͢
ɹ׆ಈڌਆࢢށೆ౦෦ʹҐஔ
͠ɺࡕਆిమͷߴՍԼͷର໘ࣜࢢ
�ళฮΛ༻͍ͯ͠· ɻ͢ࢢͷଆ
ʹେܕࢪۀઃ Γ͋ɺอɾ༮ɾখɾ
தֶߍͷ௨Ԃɾ௨ֶ࿏ʹͳͬͯ ͓Γɺ
ଟ ͷ͘ਓ͕͏ަ͖ߦॴʹ Γ͋· ɻ͢

活動に至った理由や背景
ɹ౦ṗ۠ޙࡂɺଟ ͷ͘एੈ
ͷసೖ͕ Γ͋ɺ৽ͨͳ՝͕ൃੜ ·͠
ͨ͠ɻͦͷ�ͭ ֶಐอҭ͕ेͳػ
ΛՌͨͤͳ ͳͬͨ͘͜ ͱͰ ɻ͢
ɹࠓճͷ׆ಈͷഎܠʹɺʮֶಐอ
ҭʹΘΔ์՝ޙͷډॴ͕΄͍͠ʯ
ͱ͍͏ͷཁ͕͋Γ·͠ ͨɻ๏ਓ
ʹଟ ͷ͘ऀྸߴϘϥϯςΟΞͷొ
͕͋Γɺॿ͚߹͍ͰҬͷ՝ղܾ
Λ͍ͯ͠ࢦ·ͨ͠ɻͦ ͜ͰҬͷݩ
ࢠΛੜ͔͠ɺݧܦͷ͕ࣗऀྸߴͳؾ
Ͳͷ݈શҭʹΘͬͯ ͍ ·͖͠ ͨɻ

活動内容と成果

ɹஂମઃཱޙɺ�ؒͰ�ճͷҾͬӽ
͠ʹഭΒΕɺΑ͏ ͘ࡏݱͷࢢ͕ऴ
ͷ׆ಈڌͱͳΓ·͠ ͨɻ͔͠͠ɺত
��ͷݐͰ͋Δࢢɺࡕਆ୶

市場にある拠点入り口

事務所2階を全面改修した「わいわい広場」
で放課後を過ごす子どもたち
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●認定特定非営利活動法人 東灘地域助け合いネットワーク
設立年月  1995年2月（2001年11月法人化）
メンバー数 正会員52人、賛助会員111人、ボランティア会員130人、
  利用会員200人
代表者名  村山 メイ子（むらやま・めいこ）
住　所　  〒658-0083　兵庫県神戸市東灘区御影本町6-15-17
電話/ファクス　 078-843-4029 /078-842-2907　
Eメール　 info@hnw.or.jp
ウェブサイト　  http://hnw.or.jp/
FB ページ https://www.facebook.com/hanshinmikagebabycafe/
【団体のミッション】私たちは住民同士の助け合い活動により、地域住民の居場所づ
くり・生活支援・子どもの健全育成・環境の保全及び福祉に関する事業を手掛けま
す。地域社会の発展と、福祉の向上に寄与することを目的としています。

ͷࢹγϯάϧϚβʔ͔Βͷ૬ஊ
͋Γɺࡏݱগͣͭ͠ར༻ऀ͕૿͑ͯ
͖·͠ ͨɻ
D）9月～ 3月　多世代イベント
ɹ͓ͪΌ࡞ɺډࣳࢴɺӨֆɺ�#
ମૢɺ;Ε͍͋ϑΣελɺϋϩΟϯɺ
͓ṷ͖ͭͳͲɻ
ɹ��݄ͷ;Ε͍͋ϑΣελͷͨΊʹɺ
Θ͍Θ͍ͷࢠͲͨͪͱ൘Λ
ͬ࡞ ΓͨֆΛඳ͍ Γͨ͠ ͯɺ͍ͬ͠ ΐʹ
४උΛ͠·͠ ͨɻେֶੜͷνϯ
υϯͱҬΛ࿅Γา͖ɺਓूΊ͕
ΜΓ·͠ ͨɻ��݄ͷṷ͖ͭͰɺࢠͲ
͕ͨͪṷൢചΛମݧɻେ͖ͳΛ
ுΓ্ ͛ͯച্ʹݙߩ ·͠͠ ͨɻ
ɹࢠͲͨͪୈʹҬͷେਓߴ
ྸ ͱऀݟإΓʹ ͳΓɺྑ͠ʹͳΓɺ
·ग़͖͍͕ͯͯੑۃੵ ɻ͢ऀྸߴʹ
ର͢Δ͍ࢥΓͷ͕ͪؾҭͪɺද
͕໌Δ͘ ͳ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ͞Βʹߴ
ྸऀʹͱͬ ͯɺࢠͲͱͷ৮Ε߹͍
৺͕͍͞ΕΔָ͍ؒ͠ͱͳͬͯ
͍· ɻ͢

課題と解決方策

わいわい広場
ɹҰఆؒظऴྃޙɺ୭ͰདྷΔ ͱ͜
͕Ͱ Δ͖ډॴʹ։์ͯ͠ ըͰܭ͍͘
͕ͨ͠ɺͰ͖͍ͯ·ͤΜɻܗԻ
ָΛ͍ͨ͑ڭͳͲ༷ʑͳ૬ஊ͕͍
ΜͰ͖·͕͢ɺͦΕΒҰ෦Λࠐ
ྖ͢Δ͜ͱʹͳΓɺଞͷࢠͲ͕ར༻
Ͱ Δ͖εϖʔε͕ͳ ͳ͘Γ· ɻ͢ࠓ੩
͔ʹ॓͢Δࢠͱ༡Ϳ͕ࢠೖΓࠞͬ͡
͍ͯ· ɻ͢
ɹχʔζ͕͋ͬͯॴ͕͍ڱͷ͕
Ͱ࣮ݱ ɻ͢ࢢͷۭ͖ళฮΛ։์ͯ͠
͍ͨͩ͘͜ ͱ͑ߟ·͕ͨ͠ɺݟकΔ
ϘϥϯςΟΞͷँ͕ۚ͑·ͤΜɻ
こども食堂
ɹγϯάϧϚβʔͷํͨͪͷχʔζ
ɺฏͷ༦৯ʹ͋Γ·ͨ͠ɻʮۀ
ͷɺ͓͞Μ৯ࣄͰ Δ͖ॴʹ
ͯ͠΄͍͠ʯʮొߍલʹே৯Λ͔ͬ͠
Γ৯͍ͤͨ͞ʯͱݴΘΕ·͕͢ɺε
λοϑͷग़ɾૣग़͕ωοΫͰɺͲͪ

活動エリア

月 宿題
お助け

わいわい
広場

こども
食堂

3世代
交流

図書
貸し出し

2018年7月 47 ─ ─ ─ ─
8月 48 ─ ─ ─ ─
9月 ─ 53 18 28 0
10月 ─ 172 4 17 2
11月 ─ 197 6 110 2
12月 ─ 146 11 130 1

2019年1月 ─ 104 5 0 1
2月 ─ 105 21 11 7
3月 ─ 100 24 34 7
合計 95 877 89 330 20

●それぞれの活動の利用者数

Β͓அΓ͠ ·͠ ͨɻ
ɹϘϥϯςΟΞ׆ಈແཧΛͤ ɺͣ
ଓ͖ͤ͞Δ͜ͱ͕ݪଇͰ ɻ͢ݱ
ঢ়ͷΓํͰɺχʔζʹର͠Ͱ͖Δࣄ
ͱͰ͖ͳ͍ࣄΛۃݟΊɺॿ͚߹͍ωο
τΒ͠͞Λग़ͨ͠ࢠͲ৯ಊͷల։Λ
ͯ͑ߟ ͍͖· ɻ͢

今後の予定
1.活動を地域にアピールして当法人の
ファンを増やす
ɹࢠͲͨͪͷൃදձ;Ε͋ ϑ͍Σ
ελͰࢠͲͨͪͷϒʔεΛ࡞Δͳ
Ͳɺ׆ಈΛҬʹൃ৴͠ɺͯ͠ײڞ
͍ͨͩ Δ͚ਓΛ૿ͯ͠ ͍͘ɻ
2.課題は行政や専門家に相談
ɹεΫʔϧιʔγϟϧϫʔΧʔ͞Μ͕
·དྷΒΕʹࢹ ɻ͢͢Ͱʹ՝͑
͍ͯ· ɻ͢
3.寄付集めで資金作り
ɹňࢠҭͯࢧԉʹͩ͘͝͞ྗڠ ŉ͍ͷื
ۚശΛઃஔͯ͠ɺ۩ମతͳඪֹۚ
Λఏࣔ ·͠ ɻ͢

みんなでお餅つき ついたお餅を丸めます

こんなにたくさん丸めるのは初めて！ 大きな声で売り上げに貢献

B）9月1日「小学生のための寺子屋わ
いわい広場」がオープン

ରɿখֶੜʢ݄ɾՐɾɾۚʣ
Ճඅແྉʙ�ɺ�ޙޕ

ɹࢠͲֶ͕͔ͨͪߍ
Βϥϯυηϧͷ··
དྷΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
Ͱ ɻ͢ιϩό
ϯɺशɺӳޠͳ
Ͳͷ͓͕ݹܤ·
Δ·Ͱɺ॓͠
ͨΓ༡ΜͩΓͰ
͖· ɻ͓͢
ͭΛ৯Δࢠ
৯ಊͰ৯Δ

͜ͱ͕Ͱ͖· ɻ͢ελοϑ͕ࣄ
ہͰडΛ͠ ͯɺΘ͍Θ͍ͰϘ
ϥϯςΟΞ͕Ҭઌੜʹͳͬͯɺ॓
ͱݟकΓɺ༡ͼΛ୲͠· ɻ҆͢શ໘
Λྀ͢ߟΔͱ͍Ζ͍Ζͳ͕ු͔ͼ
্͕ͬͯ ͖ͨͨΊɺ໘๏ਓͷΧϧ
νϟʔͷࢠͲʹݶఆ ·͠͠ ͨɻ
ɹࢠͲͨͪͷ༷ࢠΛ͍ͯݟΔͱɺ͋ ͬ
ͱ͍͏ؒʹֶߍͷ॓Λࡁ·ͤͯɺં
ΓࢴɺήʔϜͳͲͷ༡ͼʹເதʹͳͬ
͍ͯ· ɻ͢·ܑͨఋͰདྷ͍ͯΔਓɺ
ܑ͓ͪΌΜͷ͓ݹܤΛͬ Ұͯॹʹؼ
ΔͷͰ҆৺Ͱ ɻ͢
ɹఆ֎ͩͬͨͷɺਤॻίʔφʔͷ
ຊΛआΓ͍͍͕ͨͨ͜ࢠͱͰ ɻ͢�ि
ؒͷݶظͰି͠ग़͠ΛΊΔͱɺۙ࠷
ͰຊΛआΓΔ͕ࢠঃʑʹ૿͑ͯ ͖·
ͨ͠ɻ·ͨҬॅຽ͔Βෆཁͷຊͷ
Ͳਤॻʹͳͬࢠଃ͋Γɺখ͞ͳد
͍ͯ· ɻͬ͢ͱ͛Δ͜ͱͰɺࢢຽ

دͷपͱɺࢠͲͷຊΕର
༩Ͱدʹࡦ Δ͖ͱ͍ࢥ· ɻ͢
C）9月8日「こども食堂」のスタート
ɹ͡Ίʹɺ͜Ͳ৯ಊ։ઃͷಈػ
Λઆ໌͠· ɻ͢ॿ͚߹͍ωοτͰҰ൪
ਓͱਓͷͭͳ͕ΓΛ͡ײΔͷɺன৯
Ͱͨ͠ɻன৯ָ͕͠ΈͰϘϥϯςΟΞ
ΛΊΔਓ͍·͠ ͨɻ
ɹ͕ͯɺΛ৺͢ΔՈ͔Β
ͷґཔͰɺʮಠΓΒ͠ͷʹன৯Λ
৯ͤͯ͞΄͍͠ʯͱ͍͏͕૿͑ͯ
͖·͠ ͨɻͦ ͜ͰɺϘϥϯςΟΞελο
ϑͱ͍ͬ͠ΐʹ৯Δʮ;Ε͍͋ன৯
ձʯ͕ελʔτ͠·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺ�
ਓͰ৯ͳ͍ͷʹɺΈΜͳͱ͍ͬ͠ ΐ
͔ͩΒ৯ཉ͋Γɺؾݩʹͳͬͨͱت
Ε͖ͯ·͠ ͨɻ
ɹ͜ͷ͔ݧܦΒɺ৯ͷେ ɾ͞ݽ৯
ͷࢠͲʹڞ௨͢Δͱ͑ߟɺࢠ

ͲऀྸߴҰॹʹ৯Δʮ͜Ͳ
৯ಊʯ͕ελʔτ͠ ·͠ ͨɻ
ɹॳճࢠ��ਓ͕Ճ͠ɺͦͷ͏
ͪɺ͓͞Μ͕�ਓՃ͠·͠ ͨɻʮ
༵͙Β͍͕ࢠҭͯʹ͠ྗڠͳ͍
ͱͶʯʮԞ͞ΜࣄͳͷͰன൧ॿ͔
Γ·͢ʯʮ͓ͪ Όͮ Γ͘ʹ ຯ͕͋Γڵ
·͢ʯͳͲͷ͕ Γ͋·͠ ͨɻ
ɹ͔͠͠ɺͦ ͷޙͯ͠ ͍·͠ ͨɻ
໌͚͔Β݄�ճʹ૿ͨ͢Ίɺখ
ձɺֶಐٞڠࢱɺ౦ṗ۠ࣾձߍֶ
อҭͳͲͱ࿈བྷΛऔΓ߹͍ɺࢠͲ৯
ಊͷ࿈བྷձʹՃ ·͠͠ ͨɻͦ ͷɺ
ฉ͍ͯ΄ͬͱ͠ ͨͷɺଞͷࢠͲ৯
ಊͰप͞ΕΔ·ͰʹҰఆ͕ؒظඞ
ཁͩͬͨͱ͍͏͜ ͱͰͨ͠ɻ
ɹͦͷޙɺϑʔυόϯΫؔίʔϓ
͜͏ ͔Β৯ࡐͳͲΛఏͯ͠ڙ ͍ͨͩ
͚ΔΑ͏ ͳΓ·͠ ͨɻ౦ṗ͔۠ࣾڠΒ

「わいわい広場」学校帰りにランドセルを下げて立ち寄る子どもたち ボランティアによる手づくりランチ

多世代イベント、影絵あそび

歯磨きの授業 3B体操

お父さんとおもちゃ作り


