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　「よ～い、ピー」スタート合図の笛が鳴っても、なかなか前

に進みません。お母さんと離れて、泣き出す赤ちゃんもいます。

これはピピアめふ６階和風ホールで開催された、子育て応援

イベント「こもたのひろば」の抱っこ・ハイハイ・よちよちレー

スのひとコマです。あちこちから拍手が起こり、会場にはあ

たたかい雰囲気があふれていました。

　「こもたのひろば」を開催しているのは、「地域みんなで子

育てをもっと楽しく！」を合言葉に、地域の子育てを応援す

る『宝塚ミライキャンパス』。代表の桝井さんは、「0，1，2

歳児さんのイベントを行うのは初めて。これからも定期的に

開催していきたい」と話します。参加した方からは、「こんな

にたくさんの赤ちゃんが来ているとは思わなかった。」「同じ

年頃の子どもを持つママに出会えてよかった」という声が聞

かれました。

　次回は 12 月 18 日（日）、3 月 6 日（月）ピピアめふ 6 階に

て開催されます。申し込みは不要。興味を持たれた方は、会

場へ足を運んでくださいね。

　宝塚ミライキャンパスでは、このような子育てイベントや

地域の子育て応援にかかわる団体の活動、子育てに関する情

報などを SNS で発信しています。下の二次元コードより、イ

ンスタグラムやホームページをご覧ください。

ハイハイレース こもたの手帖コーナー読み聞かせプログラム パパママゆっくりブース
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くわしくはWEBサイトで 宝塚　こもたの https://komotano.mirai-campus.net

企画・制作・運営：宝塚ミライキャンパス　後援：宝塚市社会福祉協議会　協力：ピピアめふ公益施設、宝塚市子ども家庭支援センター、宝塚市健康推進課、宝塚市幼児教育センター、宝塚市保育企画課

こもたのは、宝塚で子育て中の家族と、子育てを応援するひとをつなぎ
みんなで子育てができるまちをめざす地域子育て応援プロジェクトです。

検 索

宝塚市内の子育てイベント・お役立ち情報をお届けしています。

あそぶ はなすたのしむ すごす

つながる 宝塚市内で子育てする家族が嬉しい地域情報や、子どもと近場で楽しめるイベントなど超コアな情報をお届けします。

0歳から参加できるおやこ遊び、抱っこ
ハイハイよちよちレース、家族で楽しめ
る季節のイベントなど

ステージ、マルシェ、ワークショップなど
おやこで楽しめる&地域のヒト、モノ、コト
とつながる場

平日いつでも遊べるキッズスペース
とコミュニティカフェ（宝塚市鶴の荘19-15 
宝塚第一病院すぐ）

まちのつどいば「ここぉる」で、子育ての
ちょっと気になること、話してみませんか？
保育士、子育てサポーターがお聴きします。

こもたのひろば 子育て相談こもたのカーニバル まちのつどいば“ここぉる”

@95luppdu CO_MO_TANO

友だち
募集中

☆宝塚ミライキャンパス ☆こもたのポータルサイト
イベント名の「こもたの」は

“こそだてをもっとたのしく”

の略です。

「宝塚市内の子育てイベント情報をお届けしています。」



　今年の 5 月にオープンした地域食堂『高司にこにこ食堂』。食堂が開催される第一金曜日、高司会館には地域の高齢者

がたくさん来られます。会場の入り口には、メンバーによる手作り暖
の れ ん

簾がお出迎え。中に入ると、自治会の方が作った透

明の仕切りや手作りの箸置きなどが設置され、地域のみなさんによる手作りがたくさん詰まった温かい雰囲気がただよっ

ています。

　取材に伺ったこの日のメニューは、『豚肉の野菜巻・春雨サラダ・かぼちゃの煮物・ご飯と味噌汁・デザート』の 6品。

朝 9 時から調理を始め、メンバーで分担しながらあっという間にできあがり。11 時ごろになると、地域の方々がやって

来られ、11 時半から楽しくおしゃべりをしながらのランチが始まります。

　高司にこにこ食堂のメンバーは全部で9人。食堂をやる前は、お芝居などをされていたとのこと。この食堂を始めるきっ

かけを聞いてみると「自分も楽しめることをしたかったから。」「わくわくすることをしたかった。」など、みなさん笑顔

でお話くださいました。

自分たちも楽しみながらボランティア活動を
～高司にこにこ食堂～
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  Report

材料
牛もも肉（ ブロック）	 300g
塩	 	 	 少々
黒コショウ	 	 少々
オリーブ油	 	 大さじ 1

（ ローズマリー	 	 少々）

作り方
１.	牛肉は冷蔵庫から出して、常温にしてキッチンペーパーで水分をふき

取り、塩・黒コショウをまんべんなく手でこすりこむ。
２.	フライパンを中火に温めて、オリーブ油を入れ、①の肉の表面全体

をまんべんなく焼く（ 表面のみ）。
３.	少し粗熱がとれたら、アルミホイルで 2重に包み、ジッパー付の袋

に入れ、空気を抜きチャックをしめる。
４.	鍋に水を沸騰させ火を止め、③の肉を入れ、落とし蓋をして浮かな

いようにする。
５.	20分間で取り出し、粗熱が取れるまで待ち冷蔵庫に入れて冷やす。
６.	食べる時に冷蔵庫から出し、食べる分だけ薄切りにして盛り付ける。
７.	お好みのタレや、柚子胡椒、粒マスタードなどでいただく。

ボランティアさんに聴いてみました！ Part ３
・生きがい（いちごジャムさん）

・生きてきた痕跡（こまさん）

・自分のためではなく、世の中の役に立てる仕事の喜び（Flying　kiwis さん）

・人のために少しでも関わること（Kさん）

・ろう者に対する手話を広めること（めんちゃん）

・コミュニケーションの場（Ｔさん）

・人のため、みんなのための活動（りんさん）

・ともに楽しくできるように頑張ること（かつさん）

※この記事は「安倉中学校 2年生（トライ・やるウィーク）」が取材しました。

「あなたにとってボランティアとは？」

高司中前の「プチフルール」の花壇からいた
だいたキレイなお花

本日のメイン。豚肉の野菜巻を作っています

高司にこにこ食堂のみなさん

ボリューム満点のランチ

野菜のアップリケが可愛い暖簾

美味しいものを食べると笑顔になります

役割分担しながら、調理が始まります

簡単プチレシピ 【ローストビーフ】

『あなたにとってのボランティア』

まだまだ募集しています。

メール・FAX または、二次元コード（読

者アンケート）から、宝塚ボランタリー

プラザ zukavo にご連絡ください。

レシピ提供　宝塚いずみ会

高司にこにこ食堂

　日時：毎月第 1金曜日

　場所：高司会館

　費用：300 円

　問合せ：

　宝塚ボランタリープラザ

　zukavo

　対象：高司小学校区の方
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●初めてのボランティア活動相談

日時：11 月 17 日（木）10：30 ～ 12：00

　　　12 月 12 日（月）14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１ 

　●相談会

要
申込

平日

　●ボランティア募集

●情報誌「みんなボランティア」の仕分け・発送作業

日時：12 月 19 日（月）

　　　① 10：00 ～ 11：30 ② 14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１
平日

　●ボランティア募集

●みんなボランティア市民記者募集

人と話をするのが好き！ 文章を書くのが好き！ 一緒に楽し

みながら情報発信してみませんか？ 未経験でも大丈夫です。

企画会議：毎月第１火曜日　14：00 ～ 16：00

　※参加できなくても「チャットワーク」にて

　　連絡を取り合っています。

場所：ぷらざこむ１

取材：随時

土日
祝平日

ボランティア募集や相談会などの申込み・問合せは、宝塚ボランタリープラザ zukavo まで。
（☎ 0797-86-5001　Fax0797-83-2425　E-mail avolun@nifty.com）

●ボラコ移動カフェ

「ボランティアについて聞きたい」「誰かとお話したい」だ

れでもお越しください。

【ごてんやまハウス（御殿山 2-23-22）】毎月第 2火曜日

　11 月 8 日（火）、12 月 13 日（火）10：00 ～ 12：00

【一小宝梅ハウス（宝梅 1-12-43】毎月第 4水曜日

　11 月 30 日（水）、12 月 21 日（水）13：30 ～ 16：00

【ひかりサロン宝塚小林（小林 5-5-47 イズミヤ小林店 3階）】

　毎月第 4金曜日

　11 月 25 日（金）、12 月 23 日（金）10：00 ～ 12：00

【あくらす（安倉南 4-38-1　コープ安倉 2階）】不定期

　11 月 30 日（水）、12 月 14 日（水）10：00 ～ 12：00

【ラ・ビスタよりあい広場（すみれガ丘 2-5-1）】毎月第 3水曜日

　11 月 16 日（水）、12 月 21 日（水）10：00 ～ 12：00

【ここぉる（鶴の荘 19-15）】毎月第 1月曜日

　11 月 7 日（月）、12 月 5 日（月）10：00 ～ 12：00

　●相談会　●お知らせ

●女性起業研究会 ESPACE 宝塚主催　イベント

①魅力的な自己紹介ができる 3つのポイント

日時：11 月 10 日（木）10：00 ～ 11：30

場所：男女共同参画センター　　　対象：どなたでも

費用：1,500 円　　　定員：20 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより　

②美人の選択　エコで健康な菜食生活実践法

日時：11 月 24 日（木）9：50 ～ 11：30

場所：男女共同参画センター　　　対象：どなたでも

費用：1,000 円　　　定員：30 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより

③一流の経営者に学ぶ　生きるお金の使い方

日時：12 月 1 日（木）10：00 ～ 11：30

場所：男女共同参画センター　対象：どなたでも

費用：1,500 円　　定員：20 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより
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●フードドライブ＠たからづか

　ご家庭で眠っている・使いきれない未開封の食品を、ボランティア・団体・企業の皆さんにご協力いただき、必要な方に

届けます。市内数か所に、回収ボックスを設置しています。みなさまのご協力お待ちしています。

ボックス設置日

【ダイエー、グルメシティ、ＫＯＨＹＯ】

　11月21日（月）～27日（日）、12月19日（月）～25日（日）

【ぷらざこむ１】月～土 9：00 ～ 17：00

【宝梅ハウス】毎週水曜日 13：30 ～ 16：00

【ごてんやまハウス】第 2火曜日 10：00 ～ 12：00

【あいえる逆瀬 Work】月～金 10：00 ～ 16：00

【総合福祉センター】月～土 9：00 ～ 17：30

【ラ・ビスタよりあい広場】

　月～金、第 1・3日曜日 13：00 ～ 16：00

【高松診療所】月〜金　9：00 〜 17：00

【良元診療所】月〜金　9：00 〜 17：00

【高司会館】

　毎週火曜日 9：00〜 11：30　第 1金曜日9：00〜 14：00

【太陽商会（口谷東 3-67-4）】

　月〜金　9：00 〜 17：00

ご報告　8月～ 9月分

　回収　339.2kg（1131 品）　　　

回収ボランティア

　8/22（月）3名　・　9/26（月）3名

仕分けボランティア

　8/26（金）3名　・　10/5（水）19 名

提供会　8～ 9月　延べ 29 団体

　8月　14 団体　　9月　15 団体

提供会のご案内

地域食堂やサロン活動、食を通じた活動をされている団体

向けに提供会を実施しています。詳細な日時など、参加を

希望される団体はご連絡ください。

ご協力ありがとうございました。

一緒に回収に行って下さる「回収ボランティア」

大募集です。

活動の様子を

Instagram で

配信しています。

　●お知らせ

●乳幼児をもつ母の集まり

読み聞かせなど親子の時間を持ちながら子どもとの生活の

話をしませんか。

日時：12 月 16 日（金）　10：00 ～ 11：00

場所：ぷらざこむ 1　　　費用：100 円

申込：nishitomo@proof.ocn.ne.jp

　※保護者のお名前、お子さんの年齢（月齢）を記載ください。

主催：宝塚友の会
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8月1日～9月30日まで

　相談　依頼件数

　　　‥‥80 件（うち終了分 66件）

● LINE 公式アカウント始めました！

ボランティア募集や

イベント・講座など、

楽しい情報を発信し

ます。ぜひご登録く

ださい。 @395pvhpz

LINE →

　●お知らせ

●悩みごと相談

カウンセリング活動グループ「エルライン」による心理相

談全般。コロナ禍による不安、孤独について話しませんか？

日時：11月19日（土）、12月17日（土）13：30～16：30

場所：ぷらざこむ 1

対象：どなたでも

費用：無料

定員：6名

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

主催：エルライン

　●お知らせ

●おもちゃ診療所

壊れたおもちゃの修理をします。

日時：11 月 27 日（日）、12 月 25 日（日）

　　　13：00 ～ 14：30

場所：ぷらざこむ 1　　　対象：どなたでも

費用：無料（材料費がかかる場合は実費）

申込：不要　※直接会場にお越しください

主催：おもちゃ診療所

　●お知らせ

●オンラインレクリエーション

日時：11 月 15 日（火）、12 月 15 日（土）13：30 ～　

ZOOM ID：603 990 4739　　　Pass：865001

※招待ＵＲＬをご希望の方は、メールにてご連絡ください。

申込・問合せ：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　　　（0797-86-5001、avolun@nifty.com）

　　　または、二次元コード

主催：たからづか障害者応援プロジェクト

　●お知らせ

「あなたにとってボランティアとは？」大募集！また、「今

号のこの記事に興味があります！」「こんな情報を掲載し

てほしい！」など、みなさまの声をお寄せください。ご協

力お願いいたします。

パソコンからも OK

●「みんなボランティア197号読者アンケート」

宝塚社協　ボランティア

●大人のおはなしづくり講座

　　　“おはなしをかいてみよう”

日時：11 月 17 日（木）、12 月 15 日（木）全 2回

　　　13：30 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ 1　2F

対象：大人

定員：10 名（先着順）

費用：800 円（テキスト・材料代）

申込：11 月 1 日（火）～ 11 日（金）

　　　0797-87-7290（大井）

　　　090-8932-9551（村中）

主催：おはなしのさんぽみち

　●お知らせ

●トーキョーコーヒー宝塚

誰かとお話したり、飲み物を飲みながらゆっくりしませんか。

日時：毎週金曜日　10：00 ～ 12：00

場所：ぷらざこむ１　

対象：不登校や発達に悩みをもつ親子

　　　（子どもだけの参加 OK）

費用：大人 100 円（飲み物代）

主催：トーキョーコーヒー宝塚

　●お知らせ

●ホームページが新しくなりました

宝塚ボランタリープラザzukavoのホームページがリニューアル！

https://zukavo.com/　または下の二次元コードからどうぞ。

　●お知らせ

先日恒例の高校時代と大学時代の同窓会があって、久しぶ

りに出席しました。高校の同窓会は西宮市で阪神間出身の

人が 20 名、大学の同窓生は九州から北海道と広範囲だが 10

数名でした。何年ぶりに会う人、中には 10 年以上も会って

いない人もあって、顔が判らず、「君は誰だったかな !」「〇〇

君だったよね !」と、とんちんかんな会話が飛び交い、会場

は大いに盛り上がりました。80 才前後になると、大きく変

化する人と、あまり変わらない人と、いろいろですね。お

互いに喋りあっていると、昔日の想い出が甦り、昔の事が

飛び出し、おおいに盛り上がりました。愉しい一夜を過ご

して、翌日元気な再会約束して、散開しました。

SEE YOU AGAIN ！　　　　　　　　　　　　　 NOHOHONJIN

要
申込要

申込


