まちスポ神戸
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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
神戸学園都市に
開設され、大和リース 株 と認定
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。
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≪新規講座のご紹介≫

コミュニティルームの利用申し込みは
まちスポ神戸まで！！

多世代交流スペース「Keito」
様々な世代の方が気軽に立ち寄れる、
ホッとできる空間を目指します。
今後定期的に開催予定です。
3 月は、マスクづくり・ハンドマッサージ
抹茶の提供を予定しています。( 有料あり )

4 月から BRANCH 神戸学園都市の
コミュニティルームご利用に関する窓口が
まちスポ神戸になっております。
ご利用に関するご質問は、まちスポ神戸まで。

問合せ：gakuen_toshi_keito@yahoo.co.jp( 田中 )

※お気軽にお問い合わせください。

≪定期開催≫
まちそだて相談

毎週月曜日
13：00～17：00

子育て相談

毎週金曜日

Babyガーデン

第1・2・3・5火曜日
(祝日はお休み)

Kidsガーデン

第4火曜日(祝日はお休み)

10：00～12：00
13：30～15：30

無料・要事前予約
指定曜日以外もご相談ください
0～1歳の赤ちゃんと
ママ・パパ
0～就園前のお子さんと
ママ・パパ

有料・予約不要

まちスポ

Ｎｏ．14

介
登
録団体紹

まちスポ

神戸友の会 舞子方面

Ｎｏ．15

友の会は「婦人之友」「かぞくのじかん」の読者がつくる女性団体です。あさイチで
おなじみのスーパー主婦・掃除の山崎さん、片づけの井田さん、料理の足立さんも
会員です。近隣の会員が集まり日々の生活から、家計・衣・食・住・子どものこと
など学びあっています。「よい家庭をつくることが、よい社会をつくる」と願って、
共に学び励む生涯教育の場としています。
昨年はコミュニティルームで、パンケーキや家計簿の講習会をしました。鍋帽子を
使った保温調理、手づくりのお味噌やお菓子、パンなどいっしょに作りませんか？
お子さま連れも大歓迎！！幼児の生活リズムや
食事のことも勉強しています。
代 表：向井 順子
E-mail：junko@bunt-r.com
ホームページ：http://www.mmjp.
or.jp/kobe-tomo/

nico ニコ

学習サポート nico は、『出会ったみなさん、これから出会うみなさんの
笑顔を力に』という思いを込めて nico( ニコ ) という名前にしました。
自分のペースを大切にゆっくり学んでいきたい。
学ぶことに大変さのある子どもたちの権利や学び ( 主に算数・数学 ) を
サポートする活動、水道方式の算数の教え方などの講座
『さんすうこころの救急箱』をまちスポで月 1 回のペースで行なっています。
“数が苦” から “数楽” へ。
学びの楽しさ、喜びを
子どもにも大人にも！
代 表 : 京谷 朋子
FaceBook：学習サポート nico
E-mail：tomoco̲kyotani@yahoo.co.jp

「全国まちスポ交流会」が開催されました！

活動報告 (1) まちそだてサロン さんすう初めの一歩

〜ここでつながる、ここからはじまる。まちスポの夢を語ろう！〜
2015 年 1 月 27 日〜 28 日開催
地域活動の交流拠点「まちづくりスポット」は、神戸だけでなく、
全国各地にあります。2012 年 11 月岐阜県高山市。次いで 2013 年
12 月に神戸市、千葉県千葉市稲毛区の３地域が順次開設。

そして、この春開設予定の神奈川県茅ヶ崎市、北海道恵庭市と現在 5 カ所。
佐賀県鳥栖市の中間支援団体「とす市民活動ネットワーク」の
合計６地域のまちスポ仲間が初めて高山市に集合。
大和リース（株）森田社長の「大和リースがまちスポに期待すること」
のお話からスタートし、外部講師を招いての研修。
そして交流会では、初めて顔を合せた各地のまちスポのスタッフと
大和リース（株）の社員のみなさんと『地域活動に取り組む同志』
として、熱い思いを語り合いました。
まちスポの形態もスペースも地域の状況もそれぞれ違ってはいますが、
目指すところは「いつまでも安心して住み続けられる魅力的な
地域づくり」と同じです。
まちスポの絆も強まり、互いに支え、支え合うパートナーが
全国各地にいることを心強く感じた全国まちスポ交流会でした。

BRANCH ベジガーデン 予約受付中
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2 月 8 日（日）講師にまちスポ登録会員 nico 代表 京谷朋子さんを
お迎えして開催。
これから学びはじめる子や自分のペースでゆっくり学ぶ子ども達が、
楽しくさんすうを学習していくために気をつける事や工夫など、
保護者や支援者に向け、わかりやすく教えていただきました。

参加者からは、「さんすうの世界が
こんなにも奥深いとは思わなかった」
「子どもの力を信じてスモールステップで
学び環境を整えたい」など、
今後の継続開催を希望する声が
続々と寄せられました

活動報告 (2) 大学連携講座 外語大・図書館ツアー ;２月 13 日
20 名参加された「図書館ツアー」今回は、特別に [ 書庫の中 ] も見学。
3 階構造で 42 万冊の図書がギッシリ。書棚を並べるとなんと 12 ㎞にも
…開きたい書棚は電動稼動で…図書館の心臓部を垣間見た貴重体験。
その後は、ボランティアコーナーへ移動。学生スタッフの熱心な説明に
参加者の方のボランティアへの関心が一層高まったものと思います。
まちスポとしても大学側と地域の方のマッチングをサポート出来れば…
締めは、恒例の学食ランチ。
ワンコインで一汁３菜の
豪華メニューが堪能できます。
みなさんも頭と体の栄養の
ためにもっと大学を
利用しましょう！

兵庫県立大・まちスポ神戸連携講座（まちそだて講座・専科）

専門の先生が分かりやすく指導します。BRANCH 屋上菜園で、お買物ついでに気軽に野菜栽培を楽しみませんか？

日 時：４/10・5/8・29・6/26・7/17 ( 全て金曜日）（全５回講座

・会
・講

毎回

10：00 〜 12：15）

場：BRANCH 神戸学園都市 屋上菜園 ならびに コミュニティルーム
・定 員：先着 24 名
師：平田富士男 さん（県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科教授 ）
福嶋啓一郎 さん（兵庫県立淡路景観園芸学校 教員）
・受講料：10,000 円（税込） ≪この受講料に含まれるもの≫ 講座（全 5 回）、
土・肥料・苗・種など材料一式、保険料、収穫物、収穫祭参加
・講座内容：土づくり、植え付け、施肥、支柱立て、追肥、病虫害防除について
・栽培野菜：キュウリ、トマト、ピーマン、ナスなど 10 種類以上の夏野菜を予定
【申込方法】下記のまちづくりスポット神戸まで電話・メール・ファックスにてお申込み下さい。

スタッフ紹介 はじめまして。中山迅一です。迅一と書いて

トキカズと読みます。１月からスタッフとして
まちスポで活動しています。様々な方とお会い
できることがとっても楽しみで、毎日ワクワク
しながらまちスポで皆さんのことをお待ちして
おります。私自身、地域コミュニティの中で
人と人が学び合う環境を作るＮＰＯ法人を運営
しており、まちスポに係わる皆様の活動から、
本当に沢山の刺激をいただいております。
これからも、もっともっとまちスポでの活動を通して地域の方と
つながっていきたいです。どうぞよろしくお願い致します。

【発行 : まちづくりスポット神戸】

2015 年 3 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１階
☎078-797-7833 FAX 078-797-7844 ( 発行人：中村順子 編集人：向山良子）
machispo@cskobe.com
HP http://machisupokobe.com

< 編集後記 >
4 年目の 3 月 11 日が巡ってきます。学園都市エリアの大学等でも様々なボラン
ティア活動が計画されています。神戸と東北を繋ぐ温かいエネルギーを感じます。
やっぱり 3 月の言葉には気持ちを暖かくする力がありますね。東風（こち）・
水温む（みずぬるむ）・春の錦（はるのにしき）…東北の春一番が待ち遠しいです (^J^)

