まちスポ神戸 Newsletter
まちづくりスポット神戸は、地域で暮らす人々の地域のための活動をサポートする目的で BRANCH 神戸学園都市に
開設され、大和リース(株)と認定 NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸が協働し運営しています。

Vol.8
ここでつながる、
ここからはじまる。

8 月のまちスポ いべんと情報
月

火

水

①まちそだて相談

金

土

１日

【場所のご案内】
まちスポ⇒まちづくりｽﾎﾟｯﾄ神戸
交流ｽﾍﾟｰｽ
Ｃルーム⇒コミュニティルーム

4日

木

②子育て相談
休館

5日

6日

③Baby ｶﾞｰﾃﾞﾝ

7日

２日
◇キッズ演劇ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・8
月 3 日（日） 3 日
・幼児の部：13：00～ 小学生の部：15：00～
・場所：C ﾙｰﾑ ・講師：北村美和
・定員：各回 15 名（保護者見学可）
・問合せ：和の木（なごみのき）
090-2702-1686（カシワキまで）

8日

9日

②子育て相談

まちそだて講座最終回

日

Ａパソコン無料相談

10 日

B 紙芝居講座 2 回目

中央図書館

11 日

◆親子で楽しむ
13 日
14 日
子どもスマホ体験教室
・8 月 6 日(水)13:00～16:00
・場所：C
ﾙｰﾑ
休館
・主催：垂水地区青少年育成
協議会、垂水区役所
20 日 地域 ICT 推進協議会
21 日

12 日

①まちそだて相談

18 日
①まちそだて相談

19 日

15 日
②子育て相談

B 紙芝居を楽しみ、一緒に活動しましょう！
16 日
17 日
・8 月 9 日(土) 10:30～12：00 神戸市立中央図書館
・8 月 23 日(土) 10:30～12：00 場所: C ﾙｰﾑ
・参加費：500 円（8 月 9 日は無料）
・ ・申込 「ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙ紙芝居」保田光雄☎078-705-1525

22 日

③Baby ｶﾞｰﾃﾞﾝ

C 花育ｸﾗﾌﾞ

23 日

D ｺﾂｺﾂ貯筋体操

24 日

B 紙芝居講座 3 回目

休館
②子育て相談
25 日
①まちそだて相談

26 日

27 日

28 日
F ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ

④Kids ｶﾞｰﾃﾞﾝ

G ママ・ヨガ

休館

C：花育クラブ
夏休みの思い出に！
「押し花雑貨をつくろう！」
・日時:22 日(金) 13:00～14:00
・場所: まちスポ
・参加費:800 円(材料費込)
・定員:10 名 :申込〆切 15 日(金)
・申込み：花育ネットワーク協会
✉info@hanaiku-net.com
☎080-5715-3530(福岡)

相

F：ベビーマッサージ教室
・日時：28 日(木) 10:30～11:30
・場所: C ルーム
・参加費:500 円
・定員:15 組 予約優先
・対象：1 歳までの赤ちゃんと
お母さん
・申込み：「Ruhe～ルーエ～」今井
☎080-3570-0225
✉mamanruhe@i.softbank.jp

C ﾙｰﾑ
29 日D“ｺﾂｺﾂ貯筋”体操30 日
・日時:23 日（土）10:15～11:45 ・場所:まちスポ
・定員:10 名【先着順】 参加費 300 円
・申込み：まちスポ元気かい
TEL/FAX ☎078-647-7146（佐々木）

G：ママのための保育付きヨガ
・日 時:28 日(木)13:30～15：30
・場 所: C ルーム
・定 員:15 名【先着順】※お一人でもどうぞ
・参加費: ヨ ガ 1,500 円/人（茶菓代込）
保育: 500 円/人
・申込み：NPO 法人
「子育ち家族ｻﾎﾟｰﾄふるーる」
☎090-3948-3719（担当:髙田）
✉kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp

談

31 日

A：パソコンかけこみ寺
⇒パソコン・インターネットの
お悩みはこれで解決

・日時: 毎月第 2 土曜日
午前 11 時～午後 5 時
・場所：まちスポ・費用：無料
・要登録 （登録料不要）

・問合せ：カタオカネットワーク
090-4301-8536

親子ひろば

①まちそだて
相談

毎週月曜日 13:00～１7:00
(月曜日以外も応相談です)
無料・事前にお電話ください

③Baby
ガーデン

０～1 歳の赤ちゃんとママパパ
場所：C ルーム
第１・２・３・５ 火曜日（祝日の場合はお休み）
10:00～12:00/13:30～15:30 有料・予約不要

②子育て
相談

毎週金曜日 13:00～17:00
無料・事前にお電話ください

④Kids
ガーデン

０歳～就園前のお子さんとママパパ
場所：C ルーム
第４ 火曜日（祝日の場合はお休み）
10:00～12:00/13:30～15:30 有料・予約不要

まちスポ登録団体
紹介 NO.8

こもれび工房

設立の趣旨が日本本来の木「檜、杉」材を使って子供たちに「ものづくりの楽しさ」
を伝えることと、主に高齢者の住まいを「住みよい住宅環境のリホーム」を行う。
大工仕事の工房です。 【活動内容】
（写真上：ミニイス 写真下：欅の台）
子供木工教室～神戸市のイベント＜フラワーフェスタ、グリーンフェスタ＞、各地の児童館、
コミスタ神戸、スマイルネット、住宅公園、住宅のリホーム～小さな棚付け、手摺取り付けから
庭のウッドデッキまで何でも！子どもからシニアまで誰でも！木工の楽しさを、木工で社会貢献です。
実施中！

まちそだて講座

笑顔で！

「まちそだて講座」が 7 月 10 日から（全 4 回）始まりました。
第 1 回目は、垂水区役所まちづくり推進部 地域支援担当課長・高田さん
に「このまちってどんなまち？」というテーマで垂水区の現状と課題に
ついてお話しいただいたあと、自分の住むまちの課題についてグルー
プ・ディスカションしました。皆さんから出てきた課題は、まちの活性化・美化・
高齢者の孤立化・子育て支援・交通アクセス・若い人に自治会活動
に入っていただく・・・など。
第 2 回目は、兵庫県立大学経済学部 野津教授に「このまちのため
に大学ができること」についてお話しいただき、「大学と連携してでき
ること、やりたいこと」についてディスカションしたところ様々なアイディアや
意見がでました。地域が元気になるために、少しでも自分に出来る
ことをみつけたいと受講されたみなさん。
まちスポは、講座終了後も「暮らし続けたい魅力的なまち」をめざして
活動を始められるみなさんの“あとおし”をしていきます。

髙田課長（1 回目）

野津教授（２回目）

BRANCH ﾍﾞｼﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ「夏野菜」収穫祭

最終講義「野菜の収穫と鮮度保持」の後、
屋上菜園で収穫作業。収穫物を調理用と
持帰り用に分けて、早速女子会メンバーで
手早く調理。シソジュースやナスの天ぷら、
大根の煮物などを用意してくれたＮさん。
ナス初夢漬けをはじめ沢山の野菜を持参の
Ｍさん。極上のシソジュースで乾杯。
知らぬ同士だった皆さんが意気投合。
平田・福嶋先生の丁寧な指導、受講生の愛情
タップリの水遣りやチームベジガーデンの協力
（台風時は支柱強化に駆けつけたくれた）
実りいっぱい、感謝いっぱいの収穫祭となりました！
次回は 9 月 19 日から始まる「秋・冬野菜講座」。
既に、夏野菜のリピータ－の方多数お申込み。

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

【まちスポ・登録団体のご紹介②】皆さんの熱きココロが結実して更に５団体が新規登録。私も参加したいという方大歓迎！
nico

ニコ

レインボーマム

高塚山を愛する会

社会福祉法人報恩感謝会

苔盆栽を楽しむ会

どうして
“じゅう(＋)”
という数字は
1 と 0 で表すの？

ゆっくり学ぶ子のための
♪さんすう・数楽
代表：京谷朋子
nicokobe2014@jcom.zaq.
ne.jp

保育サポートとシニア世代の交流
に関する活動を行い、子育て中
の方を支援します。
代表：中 節子
mjg-setsuko@gk2.so-net.jp

市民の財産「高塚山とﾋﾛｺﾊﾞ
保安林」の保全活動を通じて
地域の人々の健康増進を！
代表：内藤富夫
http://www.geocities.jp/
takatsukayama/

小束山手に開園予定「(仮称)小規模
保育園たかつか」地域の子育て
支援拠点の一つとして活動します。
代表：中山数一 担当：丸尾智子
問合せ 078-992-0277

苔盆栽の制作活動を通じて楽
しく交流するサークルです。
代表：河野康明
ya-su-k34@softbank.ne.jp
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垂水区・髙田課長
県立大・野津教授
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの様子

ボランティアスタッフ紹介 はじめまして「まなべかよこ」です。 【発行:まちづくりスポット神戸】

実家は遠く、全く地元感が無い私。神戸って垂水って、どん
なところ？この地域に住み始め、それも寂しいなと思って
軽い気持ちで第一歩。子供を通して素敵な出会いはたくさ
んあるけれど、そこをちょっと出てみたらどんな出会いが
あるんだろう、小さな好奇心から第一歩。自分なりに動き始
めました。それがきっかけとなり、たくさんの方とお会いで
きました。のんびりじっとしているのもいいけれど、
少し勇気を出して一歩を踏み出すっていいものだと身をもって感じています。ドキ
ドキするけれど、新しいことを知るってとても楽しいです。様々な方と出会い、お
話しできる「まちスポ」ちょっと何かしてみようかな、誰かとおしゃべりできるか
な、そんな気楽な気持ちで皆様も第一歩。小さな出会いが始まりますように！お気
軽に、どうぞまちスポへお越しください！ 真鍋佳世子（小４小３男児の母です）

2014 年 8 月１日発行
（運営団体：認定 NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸＊略称：ＣＳ神戸）
〒655-0009 神戸市垂水区小束山手 2－2－1 BRANCH 神戸学園都市内
TEL
078-797-7833
FAX 078-797-7844
E-mail machispo@cskobe.com (発行人：中村順子 編集人：向山良子)
★まちスポのホームページできました。お気軽にアクセスして下さい★
http://machispokobe.com

いよいよ夏本番の到来！例によって、お気に入りの夏川柳を。
“心頭を 滅却できず 熱帯夜”…ヤッパリ凡人だもの。
“この猛暑 犬に散歩を 断られ”…分かりますポチの気持ち。日陰の駐車場
でユッタリお買物や食事が楽しめる BRANCH へ。まちスポで待っとう(^J^)

