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1 福祉 1 木原 愛子 ◯カレッジ俳句倶楽部の指導。

◯昔あそび、折染めのリーダーとして児
　童館、保育所、小中学校、その他各地
　のイベントで15年間活動。
◯青陽東養護学校図工授業サポート

◯箕岡小学校箕岡クラブ。
◯老人会にて月１回の清掃。

2 食文 5 井上 善道 ◯ふたば学舎にてパソコン講師。
◯銭太鼓同好会のメンバーとして施設
　の友愛訪問。

◯労災病院にて受付案内
◯コミスタこうべでパソコン講師。
◯「歌の会」サポーター。
◯灘区丸山公園の毎日ゴミ拾い
◯銭太鼓同好会で施設の友愛訪問
　（目標年100回出演）

◯「つどいの家」にてレクリ
　エーションの時間の企画
　と担当。

3 福祉 5 藤原 滋一
◯ロングステージ灘へナツメロなどの歌
　訪問を10年間続けた。

◯地域子ども見守り活動。

4 福祉 6 岡田谷 康子
◯混声合唱団コーロＫＳＣで老人ホーム
　など施設訪問。

◯青陽東養護学校図工授業サポート。

5 音文 6 杉本 敦子

◯民謡クラブの一員として月に１，２回
　ディケアセンターを訪問　している。
　民謡、童謡、唱歌を三味線で伴奏して
　いる。

◯ロングステージ灘へ三味線伴奏に
　よるナツメロなどの歌訪問を仲間3人
　と10年間続けた。

6 食文 10 木下 完治 ◯青陽東養護学校図工授業サポート。 ◯食育講座男性料理教室サポート。

◯なぎさ小学校登校見守り。
◯渚中学校地区委員。
◯住居マンション防災・レクリエーショ
　ン委員。
◯ふれまちなぎさ運営委員。

7 国際 10 渡辺 寛治

◯戦争体験語り部チーム（神戸市立小、
　中学校対象）
◯昔あそび研究会（幼稚園、児童館
　対象）

◯いじめの電話相談
◯フルーツフラワーパーク園内ガイド
◯特別支援教育学級（西郷小）で学習
　支援。
◯神前ホーム宿直。

◯篠原みどり会（老人会）
◯都児童館（子ども卓球）

8 生環 11 川西 公子 ◯おはなし糸車（紙芝居）。

9 生環 11 福島 康弘 ◯神前ホーム　宿直。

10 音文 11 鈴木 肇

◯特養「うみのほし」で週に1回18：00
　～翌日8：30管理宿直、
◯混声合唱団コーロＫＳＣで老人ホーム
　などの施設訪問。

◯神前ホーム宿直と休日見守り
◯クリスマスにサンタクロース役で幼児
　グループイベントに参加。

◯神戸ＹＭＣＡ混声合唱団で施設
　訪問。
◯カトリック六甲教会混声合唱団で
　施設訪問。

◯高羽小学校同窓会長と
　して子どもの「昔あそ
　び」や「もち焼き大会」
　の補助

11 福祉 12 三木 善隆

◯楽遊クラブ銀雅銭太鼓所属で養護老人
　施設に年間15～20回友愛訪問。
◯うらしまたろう　養護老人施設に年間
　7～10回友愛訪問。
◯手話ソング同好会で養護老人施設に
　年間3～5回友愛訪問。

12 国際 16 中野 輝寿
◯しあわせの村社会人ボランティア
　みつばちに参加している。

13 生環 16 中野 邦子

◯昔あそび研究会
◯ケナフクラブ
◯ＳＧＳ唯一の野草クラブで手作り双六、
　 カルタを各イベントに出展
◯地域活動センターで折り紙指導
◯青陽東養護学校図工授業サポート

◯布ぞうりの指導
◯地域自治会で清掃活動
◯南八幡地区で不定期に折り紙指導

◯兵庫区での観光ボラン
　ティア

14 健福 17 道井 紅
◯フォークダンスクラブで各区の施設、
　イベントなどに参加。
◯青陽東養護学校図工授業サポート

◯Ｈ24より灘区役所管轄のＪＲ六甲道
　周辺のゴミ拾い活動を第3火曜日、
　年4～5回行なっている。

◯27.1214六甲あんしんすこ
　やかセンタ―美容茶話会に
　美容アドバイザーをつと
　めた。
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①グループわ・シルバーカレッジ関係 ②地域活動・個人活動

15 健福 17 竹田 美代枝
◯ピカピカ隊（清掃）
◯青陽東養護学校図工授業サポートと野
  外活動サポート。

◯マリーゴールドの活動参加。

16 音文 17 西村 和子
◯ＫＳＣ民謡同好会で老人ホームなどに
　出演。

◯ケナフの会所属でイベントに参加
　（紙すきで絵葉書、しおり作りなど）

ハワイアンクラブに所属、地域の老人
会、イベントなどに参加。

17 園芸 17 廣瀬 庫司 ◯木工クラブ。
◯青陽東養護学校図工授業サポート。
◯マリーゴールド活動の一環として六
　甲道駅周辺の清掃活動。

◯六甲道勤労市民センター内児童館
　にて学童の木工作業のサポート。
◯地区内（中郷町）清掃

◯中郷町自治会副会長
・地区内学童の登下校
　見守り
・年末特別警戒
・ふれまち行事参加

18 生環 18 向﨑 良男

◯青陽東養護学校図工授業サポートと
　野外活動サポート。
◯いかり共同作業所活動支援。
◯ケナフ、紙すき。

◯都賀川を守る会、都賀川の清掃
　活動。

19 健福 18 岸本 孝義

◯ＫＳＣ民謡同好会、老人施設訪問活動
　（年15～18回）
◯ＫＳＣ詩吟同好会、老人施設訪問活動
　（年4回）

◯神前ホーム宿直（2年間）

◯都賀川清掃活動（年4回）
◯神戸観光ボランティアガイド
　 三宮周辺（毎週1～2回）（ＮＰＯ法
　 人神戸観光ボランティア所属）

20 生環 18 西中 節子

◯ピカピカ隊（清掃）ＯＢ会
◯マリーゴールド六甲道駅前清掃
◯神戸ローンテニスクラブ、障がい者清
　掃支援（ひこばえクラブ）

21 健福 19 坪田 とし子
◯ピカピカ隊。(清掃）
◯水の科学博物館。

◯ローンテニスの支援。
◯子どもの登校見守り。
◯月1回第３火曜日にＰＨＤにて切手
　 整理。

22 国際 19 大石 弘志 ◯神前ホーム宿直

23 国際 19 佐藤 静枝
◯混声合唱団コーロＫＳＣで老人ホーム
　など施設訪問。
◯ピカピカ隊（清掃）

◯マジック同好会。
◯兵庫県立美術館で、ミュージアムボ
　 ランティアをしている。

24 食文 19 井上 恭志 ◯神前ホーム宿直

25 音文 19 竹田 友子

◯鶴甲小学校学習支援、週1回
◯混声合唱団コーロＫＳＣで施設訪問。
◯手話ソング同好会で施設その他へ手話
  コーラス訪問。

◯鶴甲小学校放課後子ども教室（の
びの
　 びひろば）安全指導員。週1回。

26 福祉 20 宮村 靖子
◯むかしあそび。
◯ピカピカ隊（清掃）

◯おかりな演奏
◯公園清掃、月1回。

27 音文 22 出澤 茂

◯公園清掃月1回。
◯子どもの科学実験（西神戸）
◯「ＩＴＣ」フォーラム「パソコン利用
　学習」などのチューターを8年間継
　続中

28 一般 飯井 冴子
◯青陽東養護学校図工授業サポート
◯育児サポート（カレッジ）

◯きしろ荘傾聴ボランティア
◯こども家庭福祉財団主催バザー準
　備と開催補助。
◯男性料理教室サポート

◯神戸市社協安心サポート
　センター生活支援員
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