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皆様、明けましておめでとうございます。
さあ、平成３０年戌年、新しい年が始まりましたよ。いやなことはみんな去
年におき忘れて今年は楽しいことをいっぱい見つけて笑いの多い年にしましょ
う。市視協でも皆様が活発に安全に外出していただけるよう質の高いヘルパー
の派遣事業を充実させ、また駅ホームやバス停周辺のバリアフリー化が進むよ
うに全力をあげて取り組んでまいります。犬も歩けば棒に当たる。視覚障害者
が歩けば元気に当たる、幸せに当たる、そんな夢いっぱいの年にしたいですね。
市視協でも一人でも多くの方に参加していただけるような事業を計画します
ので、日ごろから感じておられるご要望やご意見をぜひ聞かせてください。年
間を通じてスポーツや文化、いろいろなジャンルで大会や教室を実施していま
すから、きっと自分にピタッとくる行事が見つけられますよ。一人で外出が困
難な人は、同行援護(ヘルパー)をうまく利用して、またボランティアを見つけ
たり、昔のように弱視と全盲がうまくペアを組んだりして気持ちも体も外に向
けて、さあ皆様、この一年を羽ばたく年、笑いいっぱいの年にしましょう。
そして来年は市視協も設立から５０周年を迎えます。会員の皆様とパーッと
お祝いができるようにその準備も少しずつ進めております。その日を楽しみに
皆様くれぐれも健康に気をつけて今年の大晦日には一年を振り返って充実した
年であったと思えるような年にしてください。
最後に皆様のご健康をお祈りし、市視協への更なるご協力をお願いして新年
の私からのメッセージとさせていただきます。
1

神戸アイセンターが開設されました
マスコミでも大きく紹介され既にご存じの方も多いと思いますが、
日本で初のアイセンターが神戸に設立されました。まさに眼に関する
最先端の治療やＩＰＳ細胞の移植、ロービジョン等画期的な病院と研
究所やリハビリテーションが一体化した施設です。建物はポートライ
ナー「医療センター駅」から直ぐにあり、７階建でとてもわかりやす
い場所にあります。受診するには紹介状が必要だと聞いております。
私たち視覚に障害をもつ団体としても、今後アイセンターと交流を
深めながら視覚障害の悩みやその解決策の情報を共有しながらアイ
センターからどのような助言や支援が受けられるのか、市視協と協調
して何ができるのかを模索しながら視覚障害者が未来に勇気と希望
を持てるように大きな関心と期待を持っています。

平成２９年度

会員研修会のご案内

ＩＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知能）など科学技術の近年の
目覚ましい発展は、人類の未来を大きく変えようとしています。取り
分け視覚障害者の近未来のライフ・スタイルは、どう変わって行くの
でしょうか？「自動運転のこと」「ネットショッピング・バンキング
のこと」
「ナビゲーション（道案内）のこと」「介護ロボットのこと」
などなどお聞きしたいことがいっぱいです。
日本ライトハウスで生活訓練や歩行訓練、ＩＴ機器の技術サポート
など多方面に渡り、視覚障害者と深く関わってこられている岡田先生
にお話しいただきます。どうぞご期待ください。
なお、事前申し込みは不要です。お誘いあわせの上、一人でも多く
の方の参加をお待ちしています。
日 時
場 所
テーマ
講 師

３月９日(金) １３時半～１５時半
たちばな職員研修センター ３階 研修室
ＩＣＴ技術が開く視覚障害者の未来
岡田 弥（おかだ あまね）先生
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平成２９年度 神戸市身体障害者福祉大会
１月２８日(日) 受付１２時～１３時
(於)ピフレホール
市視協より功績のあった次の方を推薦させていただき、表彰を受けて
いただくこととなりました。お祝いと感謝を申しあげます。
援護功労者
中山視覚障害者福祉財団
協会功労者
小林紀代 （垂水区）
内助功労者
時田香代子（灘 区）
スポーツ活動功労者
岡崎明美 （須磨区）
ボランティア貢献感謝状
高橋佳子 （青年部 ヨガ教室指導者）

バリアフリー対策で安全・安心
平成２９年１０月１８日(水)
(於)阪急電鉄西宮北口駅
「視覚障害者の安全・安心を」ということで、阪急電鉄のご協力をいた
だき、福井会長を含む、見えない・見えにくい・盲導犬利用者、それぞれ
が講師となるセミナーを開きました。前半は実技演習で、駅員４０名ほど
をグループに分け、ホームでの声かけ、電車の乗り降りの誘導をしていた
だきました。その中には行き届いた誘導のできる方がいて、聞いてみると
サービス介助士の資格を持っているとのことでした。
その後会議室に移り、質疑応答を交えながらお互いの理解を深めました。
しかしその２ヶ月後に、阪急京都線の上新庄駅において視覚障害者がホ
ームから転落、死亡するという痛ましい事故が発生しました。
やはり、点字ブロックやホームドアの設置が必要不可欠だと思います。
このような事故が起こらないようにＪＲ西日本、また神戸を拠点とする
各電鉄会社に安全・安心して利用できるよう、あらゆる対策を文書や口頭
で要望しています。直ちに全てを改善することはできませんが、正しい手
引き、誘導を学習し、安全対策を行うとのことです。
電車を利用するときに、改札の窓口でサポートをお願いすると、乗車ま
で誘導してくださり、降車駅でも同様のサポートを受けることができます
ので、安心です。
また近年、視覚障害者の歩行中における事故・トラブルの発生が増えて
います。歩きスマホや自転車の無ぼう運転、点字ブロックの上に物を置い
たり、歩行の邪魔になる危険がいっぱいです。
ヘルパーと活動中の全盲の方はもちろん、弱視の方も白杖を持つことは、
外出の１丁目１番地と考えてください。
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点毎文芸年間賞受賞
兵庫区会員の岸本たか子さんが、平成２９年の点字毎日文芸川柳部門に
おいて年間賞を受賞されました。おめでとうございます。
【作品】
死ぬ勇気 生きる勇気に 変えてゆき

第１７回 全国障害者スポーツ大会「えひめ大会」
平成２９年１０月２８日(土)～３０日(月)
残念ながら市視協からの選手選考はありませんでした。今年は福井県で
開催されます。神戸市の予選会が４月から５月にかけて行われます。
卓球・陸上・水泳・フライングディスクの４種目があります。皆さん大
いに参加してください。

本部事業の報告
■ 第２０回 ジョギング＆ウォーキング記念大会
平成２９年１０月２０日(金) 出場者 ２４名

(於)王子スタジアム

小雨の降る中、事前に申告していたタイムに１秒でも近いタイムでゴー
ルできるよう、伴走者とがんばりました。昼に行われたフライングディス
ク体験会はとても盛り上がりました。なかなか思った方向にディスクは飛
ばないものです。
来年度はフライングディスクのルール講習と体験会を計画したいと思
っています。
午後の支部対抗リレーは、伴走歩協会も加わり、スタジアムはさらに熱く
なりました。
【成 績】 団体の部 須磨・垂水支部合同チーム
1,500ｍの部 折野八千代（兵庫区）
2,400ｍの部 岡崎明美 （須磨区）
■ 第５５回 芸能大会
平成２９年１１月２４日(金) 出演者 ２６名 (於)兵庫区役所地下公会堂
今年度は (株)エクシオテックより１０名の方にと賞品をいただきました。感謝・
感謝・感謝。本当にありがとうございました。
大会はスタート直後、カラオケの調子が少し悪く、ギクシャクとしていましたが、
７番目に登場の宮永さんの小ばなしが大変面白く、笑いのうずへとムードが変わり
ました。午後の部には英語の歌があり、それぞれの方が趣向を凝らし、頑張ってい
ただきました。来年度もまた楽しい大会となりますように。成績は次のとおりです。
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成 績

優 勝
準優勝
３ 位
審査員特別賞
司会者熱演賞
中山財団賞
会長賞

宮永真也 （兵庫区）
坂井俊博 （東灘区）
佐藤一夫 （長田区）
島田実夫 （須磨区）
荒木實男 （灘 区）
合田町子 （兵庫区）
中原眞理子（長田区）

エクシオテック賞
蔀 頼子（灘 区） 関根邦夫（北 区）
森 鈴子（北 区） 石原ケイ子（北 区） 濱田明展（長田区）
森方 敏（長田区）
今泉初子（垂水区） 加藤敏枝（垂水区）
佐々木文孝（垂水区） 西村恵美子（西 区）

各部の報告
女性部

部長 折野八千代

１０月２７日(金) 中間監査会
１２月２２日(金) 研修会

(於)総合福祉センター １研

参加者７８名(会員４３名) (於)須磨寺 寿桜

須磨寺といえば、一絃琴で知られ、保存会に来ていただきました。５３年
あまりの須磨琴の歴史を始めに聴き、お祝いの曲、須磨を歌った曲、また
それぞれの音を生かした演奏は、とても耳に良い響きを感じました。
須磨寺のある場所で聴けたのが感動的でした。
その後、女性部は食べること語り合うことが大好きの中で、お昼のひとと
きを過ごし、またの出会いを楽しみにして終了となりました。

青年部

部長 佐々木文孝

１０月２７日(金)

盲青年 釣り教室（ます釣り）

参加者 ２５名
(於)有馬ます池公園
当日は天気にめぐまれ、絶好の釣り日和でした。釣れるたんびに、あ
っちこっちで興奮した声が響きわたりました。釣ったますは、塩焼き
にして食べて、おいしかったです。

１２月 ８日(金)

県視協青年部との合同友情交歓会
参加者 市視協 １４名・ 県視協 １４名
(於)カップヌードルミュージアム 大阪池田

午前中、館内に展示されている写真やビデオなどを見て、インスタン
トラーメンの歴史を学びました。参加者の中には、オリジナルのカッ
プヌードルを作る人もいました。
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午後からはメインのチキンラーメン作り体験を行いました。小麦粉を
こねたり、のばしたり、切ったり、作業は大変でしたけど、みんな思
う存分楽しんでいました。普段何気なく食べているラーメン。出来上
がるまでの工程は大変なんやなーと、改めて感じました。

老人部

部長 今泉勝次

１０月２５日(水) 日帰り研修会 砥峰高原ハイキングとヤマサ蒲鉾工場見学
参加者 ３１名(会員１８名)
当日は天候が気になりながらの出発となりましたが、目的地へ着くこ
ろには天候も良くなり晴れてきました。最高のハイキング日和で歩く
のにも気持ち良かったです。初めて木道(もくどう)を歩いたという小
谷照子さん、久しぶりにリンドウに触れたという福井廣子さん、ガタ
ガタ道ながらヘルパーさんに支えられて歩いたという今泉初子さん。
展望台のあるところまでは行けなかったが、参加者の皆さんはそれぞ
れに秋を満喫したのではと思います。帰りには安い野菜を買い込み、
荷物が重たかったという方たち。
昼食は神河町、ホテルモンテローザだったが、目を楽しませてくれた。
食器、デザートに出た飴細工は印象に残った。
帰りにヤマサ蒲鉾工場を見学した後、各々に土産を買い、帰路につい
た。神戸着は１６時５５分。
「砥峰の ススキヶ原の研修は 自然感じた 視力あるなし」

体育部

部長 岡崎明美

９月２２日(金) １０月１３日(金) １０月３０日(月)
ＳＴＴ練習会
(於)総合福祉センター 体育室
１１月３日(金・祝) 第１９回 兵庫県グランドソフトボール選手権大会
(於)大倉山公園野球場
神戸市チーム 優勝 おめでとうございます。
１１月１２日(日) 第５５回 近畿卓球大会
(於)玉津 交流館
個人戦女子一部 髙石寿美子
１回戦突破
男子二部 髙江洲康昭(北区) １回戦突破
今回は６名の選手が参加しました。今年も大会にむけて定期的に練
習を続けていこうと思います。
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音楽部

部長 小林紀代

１１月 ６日(月) 日盲連 音楽家協議会 第５６回 福祉大会
(於)大阪 田波楽器
日盲連音楽家協議会「第５５回 全国三曲演奏会」
日韓協賛のコンサート「日韓伝統音楽の調べ」
１１月 ７日(火) 大阪 文楽劇場
１１月１１日(土) 東京 紀尾井ホール
１２月 ５日(火) 歌の集い 参加者 １４名 (於)東部在宅福祉センター
いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいた
だいて。今回は福井会長もお見えくださり、前もってみんながリクエ
ストしていた曲など、６曲をゆったりと、心いっぱい楽しく歌いまし
た。「これからもいろいろリクエストください」先生からのお言葉で
した。

あはき部
１０月

部長 岡本 昇
２日(月) 第６回 平成医療学園あはき法１９条 違憲訴訟口頭弁論

出席者 ４名
(於)大阪地裁 ２０２号法廷
１０月２７日(金) 午前 あはき部会 廃針回収
午後 講習会「関節に対する徒手療法」参加者１５名
講師 前川公司
(於)総合福祉センター ５研
１１月１７日(金) 近畿ブロック 第２回委員会 あはき部会
出席：岡本・福井・山本 (於)滋賀県立障害者福祉センター
神戸視覚障害者囲碁クラブの報告

１１月１２日(日)
第２０回 全国視覚障害者囲碁大会が開催され、市視協から４名が
参加しました。結果は次のとおりです。
坂井俊博(東灘区) シングルＢクラス ３位
大河原克子(兵庫区) 上級クラス
敢闘賞

その他の行事
１０月２０日(金) 日身連 第３７回 近畿ブロック福祉大会 及び
第１９回 身体障害者相談員研修会 (於)堺市
今回は世界最大の古墳の町、堺市で近畿ブロック各障害者団体から多
くの仲間（市視協参加者 ５名）が参集して盛大に行われました。差別
解消法のことを全国民にもっとよく理解してもらうために啓発活動を
続けていき、共生社会実現のためにがんばろうということで、素晴らし
い大会となりました。
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１１月１６日(木) 第１回 ヘルパー研修会
出席者 ヘルパー ３４名 総勢 ３８名 (於)総合福祉センター 第１会議室
昨年夏に開催した利用者の声を聞く会から見えてきた課題とその解
決策を探りました。福井会長と塩築職員が日常活動時に遭遇しそうな危
険な状況や守秘義務違反などを取り入れた寸劇をし、見学したヘルパー
それぞれが問題点を見つけ、みんなで解決策を考えました。
【事業所委員会よりお知らせ】
警報が出ますと活動は中止となります。その際はヘルパーより必ず電
話があります。また警報が出ていなくても大雨、強風等著しく天候が悪
い場合にもお電話をさせていただくことがありますので、よろしくお願
いいたします。

各区の報告
（東灘区）

９月２９日(金) 秋のハイキング 関西国際空港展望デッキ 参加者 7 名
天候に恵まれ楽しい一日でした。まずＪＲ三宮駅前に集合して
「関西空港行き」リムジンに乗車しました。参加者も少なくなり、
しばらくバス旅行をしていない東灘支部にとっては、まるで日帰
り旅行気分でした。
バスを降りて展望デッキへ向かうシャトルバスに乗り換えて約
１０分。
「展望ホールスカイビュー」に到着して、建物５階の「展
望デッキ」へ。そこから見る飛行機は出発便が色とりどりの機体
を見せて間断なく上昇し、参加者の皆さんも喜んでいました。
（灘 区）
１２月１５日(金)
（中央区）
１１月１０日(金)

歳末たすけあい事業
参加者 １６名

箕面温泉スパーガーデン

オセロ 参加者 １０名

(於)総合福祉センター

（兵庫区）
１１月１８日(土) 文化部 湊川隧道 「オカリナコンサート」
参加者 ９名(会員 ６名)
（長田区）
１１月１０日(金) 老人部 カラオケの集い 参加者２０名(会員１１名)
(於)うたいや
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（須磨区）
１１月１５日(水) 須磨区障害者連合会の日帰り研修会
ラーメン博物館・アサヒビール見学
参加者 ５名(会員 ３名)
（垂水区）
１０月２６日(木) 女性部「スキンケア学習会」 参加者 ６名
講師：山本恵美さん
１１月１６日(木) 日帰り研修旅行 月桂冠大倉記念館・二篠陣屋
参加者 ２５名(会員 １４名)
１２月 １日(金) 第３２回 基礎から学ぶ料理教室 午後
レシピ「ぶりの照り焼きと豚汁」 参加者 １０名
１２月 ８日(金) 老人部懇談会 参加者 ６名 (於)ジェームス邸
フランス料理のランチをいただきながら懇談
（西 区）
１０月２７日(金) 日帰り研修会 京都鉄道博物館 参加者 ８名

情報いろいろ
■ ＵＤ映画祭 「家族はつらいよ２」生の音声ガイド付 入場無料
２月９日(金) 開場１２時３０分

開演 １３時

(於)ピフレホール

車の運転を趣味にしていた周造だが、車に傷が目立つようになった
ことから高齢者の危険運転を心配した家族は、周造から運転免許証を
返上させようと画策する。頑固オヤジを説得するイヤな役回りをなす
りつけ合う家族を面白おかしく描いています。
会場は長田のピフレホールです。JR か地下鉄でお越しいただくと便
利です。皆様のご来場をお待ちしております。(上映時間 １時間５３分)
出演：橋爪 功・吉行和子・西村雅彦・妻夫木 聡・蒼井 優 他

■ 中山・ＫＬＣコンサート ２０１８
３月２日(金) 開場１３時 開演１３時３０分 (於)神戸新聞 松方ホール
第１部 視覚障がい者による演奏
第２部 ゲスト出演（兵庫県芸術文化センター管弦楽団）
座席指定 入場無料（入場にはチケットが必要です）
お問合せは市視協まで

■ ロービジョンサポートフェア ｉｎ 神戸アイセンター
３月４日(日) １１時（予定）～１６時 入場無料
機器展示・音声パソコン体験など
※ 当日、神戸臨床研究情報センターに於いて、髙橋政代先生の
講演会があります。詳細未定。
9

■ 転落防止呼びかけチラシ（ホーム転落をなくす会より）
視覚障害者が駅ホームから転落する事故があとを絶たないのを
受け、有志のメンバーが声かけをまとめたチラシを作成し、各地
で配布しています。
「あなたのひと声が命を救う」と声かけの大切さを訴えています。
■ 郵便局「点字不在配達通知カード」
自宅を留守にして郵便物を受け取られなかったときに「郵便物保管
のお知らせ」と点字表記されたカードを家のポストに入れてくれるサ
ービスがあるそうです。
ご希望の方は、最寄りの郵便局へ障害者手帳と印鑑をお持ちいた
だき、「点字不在配達通知カード利用届」にご記入ください。
郵便局員でも知らない場合があるそうなので、私たちが利用する
ことにより、このサービスの周知につながれば良いと思います。
■ 購買部より（デイジープレイヤーのラインナップ）
視覚障害者向け録音図書の制作・貸し出しは、昭和３０年代から
オープンテープにより始まりました。その後、カセットテープに
なり、さらに DAISY（デイジー）と呼ばれるデジタル形式に変わ
りました。また、サピエというネットワークにより、制作情報を
全国の点字図書館などが共有することで、図書制作の効率化が格
段に進みました。その結果、視覚障害者は、テープによるアナロ
グ録音図書と比べ、大量の図書データをより速く手軽に入手でき
るようになりました。現在、サピエ図書館には１万６千人余りが
登録し、約７万タイトルのデイジー図書などを利用しています。
デイジー図書を聴くためのプレクストーク・プレイヤーは次の３
機種です。

プ ＰＴＮ３
レ
ク
ス ポケットＰＴＰ１
ト
ー
ク リンクポケット

卓上型再生専用機
４８,０００円
(ＣＤドライブ内蔵)新製品
ポータブル型再生専用機

４１,０４０円

ポータブル型録音再生機
８５,０００円
(サピエ図書館に直接接続可能)
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耐用年数はいずれも６年で、他の日常生活用具と同様、１割負担、
あるいは負担額なしで購入できます。
なお、神戸市立点字図書館では、プレクストーク体験会が、購入
を考えている方や初心者を対象に行われています。詳しくは点字
図書館(362-2488)まで。
■ 盲導犬は幸福犬（こうふくけん）
現在、犬は世界に約３４０種類以上いるそうです。中でも一番幸
せなのは盲導犬だそうです。なぜなら、犬はもともと人と一緒に
暮らすのが大好きだからです。目の見えないご主人と行動を共に
し、ずっと一緒に暮らしていけるという喜びを感じているからこ
そ、たとえ火の中、水の中、ご主人のために何とか役に立ちたい
と思ってがんばるのです。ひと仕事終わって「ありがとう」と頭
をなでられたときは、嬉しそうな表情で、しっぽフリフリ幸せそ
うですね。
皆さん、あなたがもし今度犬に生まれ変わったら、盲導犬になり
ませんか？
今後の予定（１月～４月まで）
■ 本部及び関連団体事業
１月 ５日(金)
１月１９日(金)
１月２８日(日)
２月 ９日(金)
２月２３日(金)
３月 ２日(金)
３月 ９日(金)

予算委員会
(於)総合福祉センター １研
支部長会 １０時
(於)あすてっぷ セミナー５
市身連福祉大会 １３時
(於)ピフレホール
ＵＤ映画祭「家族はつらいよ２」１３時 (於)ピフレホール
第５回 理事会 午後
(於)総合福祉センター ５研
中山・ＫＬＣコンサート
(於)神戸新聞 松方ホール
会員研修会 午後 (於)たちばな職員研修センター 研修室

■ 各部事業

女性部

部長 折野八千代

1 月２６日(金) 近畿ブロック協議会 女性部連絡会議
(於)滋賀県
３月２３日(金) 監査会･第４回支部長会 (於)総合福祉センター会議室 A･B
４月２７日(金) 代議員総会･第１回支部長会(於)総合福祉センター会議室 A･B
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青年部

部長 佐々木文孝

２月 ２日(金) ＵＤキャスト体験会 １３時３０分～１６時
(於)総合福祉センター １,２研
２月 ９日(金) ヨガ教室 １０時～１２時 (於)総合福祉センター 体育室
２月１１日(日・祝)～１２日(月・振休)
第３４回 近畿ブロック青年部交流研修会および近畿ブロック青年部委員会

老人部

部長 今泉勝次

１月１９日(金) 午後 ミニゴルフ
(於)総合福祉センター 会議室 B
３月１５日(木) ９時半 監査会ならびに役員会 (於)総合福祉センター ３研

体育部

部長 岡崎明美

２月２５日(日) 第２回 近畿ブロックスポーツ部委員会ならびに
第５６回 近畿グランドソフトボール代表者会議 (於)奈良県
３月２３日(金) 午前 監査会
(於)総合福祉センター ３研

音楽部

部長 小林紀代

３月１９日(月) １３時半 歌の集い (於)東部在宅福祉センター多目的室
たくさんの皆様のご参加、お待ちいたしております。

あはき部

部長 岡本 昇

１月１９日(金) 第７回 平成医療学園あはき法１９条 違憲訴訟口頭弁論
集合：１３時 高速神戸駅改札前
３月１６日(金) 午前
監査会・部会
(於)総合福祉センター ３研
３月２３日(金) 第８回 平成医療学園あはき法１９条 違憲訴訟口頭弁論
集合：１３時 高速神戸駅改札前
４月 ５日(木) 治療券回収 締め切り（２９年度最終）
４月１３日(金) １０時 あはき部 総会

■ 各区行事
 東灘区
３月３０日(金) ９時半 定期総会 (於)東灘区役所 ３階 ３３会議室
４月 中旬
ハイキング 桜の通り抜け
 灘区
１月１２日(金) 新年懇親会
３月３０日(金) 定期総会
４月 ６日(金) 花見

(於)楠公会館
(於)稗田地域福祉センター
(於)王子地域福祉センター
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 中央区
１月 ３日(水) 兵庫区合同 新春 吉本お笑いバラエティーショー
(於)神戸国際会館
１月１２日(金) 兵庫区合同 新年会
(於)木曽路 湊川店
２月 ２日(金) 午後 オセロ
(於)総合福祉センター ４研
３月３０日(金) 定期総会
 兵庫区
１月 ３日(水) 歳末たすけあい事業
新春 吉本お笑いバラエティーショー (於)神戸国際会館
１月１２日(金) 新年会
(於)木曽路 湊川店
 北区
１月１２日(金)
１月２９日(月)
２月１６日(金)
３月３０日(金)
４月 ６日(金)

新年会
(於)箕谷 北野
カラオケ
(於)花とおじさん
午前 監査会 午後 オセロ教室 (於)総合福祉センター
総会
(於)甲綠地域福祉センター
花見(予定)

 長田区
１月１２日(金) 新年会 (於)木曽路 神戸ハーバーランド店(１８階) 予定
３月３０日(金) 総会
(於)サルビア
 須磨区
１月１８日(木) 新年会 須磨水族園見学とシーパル須磨昼食会
 垂水区
１月１２日(金)
２月 １日(木)
２月 ２日(金)
３月３０日(金)
 西区
１月１２日(金)

新春懇親会（師会合同） (於)海彩園 ティオ舞子７階
午前 老人部総会
午後 女性部総会
第３３回 基礎から学ぶ料理教室
午前 定期総会
新年懇親会

(於)西明石キャッスルホテル（明石）

神戸から始まった(４３)
生活協同組合 ～市民による生協～
かがわとよひこ

大正１４年、キリスト教徒として貧民救済に取り組んでいた賀川豊彦
が中心となり、現存する中では我が国初の本格的な市民による生活協同
組合「灘購買組合」と「神戸購買組合」
（現コープこうべ）が設立された。
その後、それぞれ灘神戸生活協同組合と神戸消費組合と改称され、両
者が合併し、９１年に創立７０周年を機に「生活協同組合 コープこうべ」
に名称変更された。
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お知らせ
■ 福井会長より
近年、職場環境が大きな社会問題として取り上げられています。市視
協では現在５名の女性職員に働いていただいております。これまではお
昼休みを十分取らずに頑張っていただいていたことも多くあります。
これからは１２時から午後１時まではお昼休みを取っていただくこと
となります。皆様ご理解をいただき、よほどの急用がないかぎりその時
間帯の用事や電話を控えていただきますようにお願いします。
■ 会員の移動

入会者
退会者
ご逝去者

笹山ミツ子（東灘区）
髙石寿美子（東灘区）

上野由美子（西 区）

柿本 勤（東灘区）
申 日東（兵庫区）
謹んでお悔やみ申しあげ、ご冥福をお祈りいたします。

■ 西区の松本節子さんが昨年ご結婚されました。おめでとうござい
ます。末永く幸多かれとお祈り申しあげます。
■ 兵庫区にお住まいの釣井房子さんよりご寄付をいただきました。
【編集後記】
広報部長

福田正克

皆様、明けましておめでとうございます。
今年の神様、干支は犬のワンちゃん。さあ、出番ですよ。どうぞよろ
しくお願いしますね、ワンワン。
ところで、国の内外をのぞいてみると北朝鮮の核ミサイル・日本人拉
致問題・南海トラフ地震・増え続ける高齢者の医療介護など、いろいろ
問題がありますが、ここは犬のワンちゃんにお願いすることにして・・・。
皆様方には、もし何かワン・チャンスに出会ったら、どうぞしっかり
ものにして、ワンダフルな年にしてくださいね。
今年も広報部へのご支援・ご協力、よろしくお願いいたします。
「番犬が 主人と泥棒 見まちがえ」
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