
　綿を育て、つむぎ、1本の糸になっていく ･････

　このプロジェクトは、障害者支援施設「はんしん自立の家」（美幸町

11-16）が製作している製品の材料である綿を、市民のみなさんと一緒

に育てることで、地域のつながりを広げていくことを目的とした活動で

す。昨年 4 月、小さなビニール袋に入った綿のタネを配るところから、

プロジェクトはスタートしました。

　9 月に行われた「わたとものつどい」では、プロジェクトに参加した

方が、自身の育てた綿の写真や収穫した実を持ち寄り、情報交換を行い

ました。育てた場所は畑、花壇、子どもが使わなくなった植木鉢など様々。

生育状況もバラバラで、すでに実が 100 個取れたという方もいれば、花

さえ咲いていないという方もいました。園芸ボランティアを 20 年以上

続ける阪本直義さん（ゆめひろば所属）は、高司児童館の畑で子どもた

ちや児童館職員の方と一緒に約 60 本もの綿を育てられました。

　そして 11 月の「ふわふわタイム」では、和気あいあいと話しながら、

持ち寄ったふわふわの綿から種を取り出す体験を楽しみました。

　人と地域が、地域と施設が ･･･1 つの種から広がっていく様々なつな

がり。みなさんもこれから「わたとも」となり、一緒につながりの輪を

広げていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民記者）

収穫しました。 ゆめひろば　阪本直義さん11 月「ふわふわタイム」 少しずつ持ち寄った綿がいっぱいに。

今から種まきします。 実がはじけて綿がでてきました。葉が大きくなってきました。 白いきれいな花が咲きました。

綿
わた

をつむいで人の輪をつむぐ
～宝塚わたのわプロジェクト～
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プロジェクトメンバーの声
・ゆる～く、つながりましょう
・実がなった先を考えてわくわくしながら、同じ植物を

育てる皆さんと和やかな時間を分かち合えています。
・ 6 ヵ月間楽しみながら育てました。白いふわふわの綿

から種を取り除く作業をしながら、作品作りに挑戦
してみたいと思いました。



　毎日子育てをしていると、たまには一人で好きなことしたいな～、ちょっとしたこと

でイライラしてしまう…そんな気持ちになったことありませんか。

　阪急清荒神駅から、清荒神清澄寺に続く参道の途中にある、笑顔の素敵な 2人がお出

迎えする『親子カフェ koti（コティー）』。「子育て中のママがゆっくりできる場所をつ

くりたかった。」という思いで立ち上げたボランティアグループ『親子カフェ koti』が

運営する、子どもとお母さんが楽しめる憩いの場です。

　「最初は、ママたちがホッとできるお店を…と思っていたけれど、気軽にママと子ど

もに来てもらえるように、営利を目的としないボランティア活動での居場所づくりに変

更しました。」と語る、代表の板倉さん。明るい室内には、木のぬくもりを感じられる

木製のおもちゃや、カラフルな色水が入ったボトルなど、子どもたちの目を引くおもちゃ

がいっぱいあります。お子さんが遊んでいる様子を見ながら、お母さんはお茶を飲みな

がらホッと一息できる空間になっています。また、ママさん講師によるワークショップ

の開催やママさん作家の作品も置いてあります。

　遊びに来られているお母さんからは「少しでもホッとできる時間があると

気持ちに余裕ができるから嬉しい。」「気軽に行けるところに、こんなスペー

スがあると子育てが楽しくなる。」という声もありました。

　カフェ以外にも、絵本の読み聞かせなどのイベントも開催されています。

子育てが楽しくなる『親子カフェ koti』ぜひ一度足を運んでみてください。

ママも子どももみ～んな笑顔の子育てを応援！
～親子カフェkoti～
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  Report

材料（ 二人分）
　さんま蒲焼き缶　１缶
　ごはん　　　　　茶碗２杯
　梅干し　　　　　１個
　きゅうり　　　　1/2 本
　いりごま　　　　たっぷり（ お好みで）
　ねぎ・のり　　　お好みで

作り方
　①きゅうり（ お好み野菜） は薄切りにして、水気を切っておく。
　②ご飯にさんまの蒲焼き缶・梅干し（ 種は取る）・ごま・きゅうりを入

れて混ぜる。
　③仕上げにねぎ・刻みのりなどをお好みで散らせば OK。

ボランティアさんに聴いてみました！ Part ４
・生きがい（シーヤンさん）

・自分のためにやっている活動（K.K さん）

・水を汲んで人々と分け合える『井戸』（宝さん）

・困ってる人を助けること（まつりさん）

・自分のできる範囲で人を助けること（かずさん）

※トライやるウィークに来た「安倉中学校」の生徒さんがインタビューしま

　した。

「あなたにとってボランティアとは？」

『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。

11/14（月）～ 12/2（金）にぷらざこむ１　１F ギャラリーで開催された、

「広域ボランティア委員会」主催の『自分の命は　自分で守る　展示会』で

紹介されていました。

活動
活性費
助成

親子カフェkoti
子どもとお母さんが楽しめる憩いの場kotiです。

日々子育て中のお母さん。
こどもと2人っきりで何しようと悩んでいませんか？

ぜひ、kotiでお話しましょう。
少しの間、お子様と離れて、自分の好きなこと、楽しいことしてみませんか？

はじめての子育てに不安なお母さん。
ぜひお友達作りにkotiにきてください。

営業時間 
9:00〜13：00 出⼊り⾃由です。
定休⽇ ⽔、⼟⽇、祝＋不定休あり

基本料⾦（フリードリンク、保険料込み）
1歳までは無料でご利⽤頂けます。

◎にこにこチケット（フリータイム、フリードリンク）
￥２５００（⼤⼈１⼈⼦ども１⼈）
お⼦様⼀⼈に追加につき５００円いただきます。

◎いちごチケット（フリータイム、フリードリンク）
￥１５００（⼩学⽣以上１⼈）

◎さんさんチケット（１時間チケット、フリードリンク）
￥５００（１歳以上から必要）

予約、お問い合わせは、公式LINEかinstagramメッセージから
よろしくお願いいたします。

公式LINE instagram

https://koti3.amebaownd.com

『親子カフェ koti』

場所：宝塚市清荒神 5-1-8　

INCLINE1 階

日時：月・火・木・金

　　　9：00 ～ 13：00

費用：500 円～ 2,500 円

　（時間・年齢により異なります）

「まち記者」 ラボ⑨ 防災レシピ
　【さんまの蒲焼き缶でまぜごはん】
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ママも子どももみ～んな笑顔の子育てを応援！

●初めてのボランティア活動相談会

日時：1月 20 日（金）10：30 ～ 12：00

　　　2月 21 日（火）14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１ 

　●相談会

要
申込

平日

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

　1月 10 日（火）、2月 14 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

　1月 25 日（水）、2月 22 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

　1月 27 日（金）、2月 24 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

　1月 11 日（水）、2月 8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

　1月 18 日（水）、2月 15 日（水）10：00 ～ 12：00

【ここぉる（鶴の荘 19-15）】毎月第 1月曜日

　1月 16 日（月）、2月 6日（月）

　10：00 ～ 12：00

　●相談会

●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】

　1月 16 日（月）～ 22 日（日）、2月 20 日（月）～ 26 日（日）

【ぷらざこむ１】月～土 9：00 ～ 17：00

【宝梅ハウス】月〜土 10：00 ～ 12：00

【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　10 月・11 月

　回収　468.0kg（1120 品）　　　

回収ボランティア

　11/1（火）2名　・　11/28（月）3名

仕分けボランティア

　11/8（火）6名　・　12/5（月）16 名

提供会　10 月　延べ 15 団体

　10 月　15 団体　　11 月分は次号ご報告します。

●フードドライブ仕分けボランティア募集　

　フートドライブで集まった食品の仕分けをします。

　日時：1月 7日（土）、2月 8日（水）13：30 ～ 14：30

　場所：ぷらざこむ 1

ご協力ありがとうございました。

ご協力いただいた食品は、ホームページに掲載

しています。ぜひご覧ください。

活動の様子を

Instagram で

配信しています。

　●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：2月 27 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

●通学の見守りボランティア　

丸橋小学校区の方で、朝の通学時に子どもたちの見守り（旗

当番）をやってくださる方を募集しています。

日時：月 1回から。（曜日や月日の相談可）

　　　7：40 ～ 8：20（場所によって異なります）

場所：丸橋小学校周辺
平日

　●ボランティア募集

●オンラインレクリエーション出演ボランティア

日時：3月 15 日（水）

　　　13：30 ～　1時間～ 1時間半

　　　1時間のみ、複数人での出演ＯＫ

内容：ZOOM を使ってマジックや音楽演奏など。

場所：ぷらざこむ 1　ほか
平日

　●ボランティア募集

●書道指導ボランティア（R5.4 月からの活動です）

障害者手帳をお持ちの方 10 名程度に、書道を教えてくだ

さる方を探しています。

日時：第 4金曜日　14：00 ～ 16：00

場所：安倉南身体障碍者支援センター（安倉南 1-2-1）

謝礼：5,000 円支給（交通費込）

その他：駐車場あります
交通
費平日

平日

　●お知らせ

●オンラインレクリエーション

日時：2月 15 日（水）13：30 ～

内容：「紙芝居サークルちょうちょ」さんによる紙芝居　

ZOOM ID：603 990 4739　　　Pass：865001

申込・問合せ：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　　　（0797-86-5001、avolun@nifty.com）

主催：たからづか障害者応援プロジェクト
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10月1日～11月30日まで

　相談　依頼件数

　　　‥‥86件（うち終了分 69 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

●おもちゃ診療所

壊れたおもちゃの修理をします。

日時：1月 22 日（日）、2月 26 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

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。

二次元コードパソコンからも OK

●「みんなボランティア198号読者アンケート」

宝塚社協　ボランティア

時くれば、それと知りませ音もなく、波のまにまに散る桜花！

朝日新聞のコラム欄より

　緊急事態宣言の中、友人からの便りにも、仲間同士の交

流ができない残念さが文面に表れていて悔しいスタートで

した。しかしながら新しい年を迎えて、尚一層の厳しさが

待ち構えているかも分かりません。しかしながら、明日は

きっと幸運が待ち構えていて、幸せな日々享受するに違い

ありません。人生は山あり谷ありです。

　今年も、宝塚市民の皆様のご健康とご多幸をお祈りいた

します。　　　　　　　　　　　　　　　　　 NOHOHONJIN

●喜久の会「会食会」再開します !!

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止していました

「喜久の会 会食会」を再開します。みんなで楽しくお食事

しましょう。

日時：2月 9日（木）11：30 ～ 13：00

場所：ぷらざこむ 1

対象：65 歳以上の方

費用：500 円

募集人数：15 名（先着順・要予約）

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

主催：喜久の会

　●お知らせ

●令和 4年度ボランティア活動助成報告会＆

　令和 5年度ボランティアグループ登録説明会

ボランティア活動助成活動活性費助成の配分を受けて活動

されたグループによる報告会です。

日時：2月 25 日（土）13：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１　3F フリールーム

対象：どなたでも

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　●お知らせ

要
予約

　●お知らせ

●悩みごと相談

日時：1月 21 日（土）、2月 18 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

●女性起業研究会 ESPACE 宝塚主催　イベント

①美活薬膳　冬に大事な養生の話

日時：1月 11 日（水）10：00 ～ 11：30

内容：美活フレンチレストランのオーナー

　　　シェフの薬膳をつかった養生のお話

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暦の読み方1「十干十二支九星気学の基礎と2023年の暦」

内容：十干十二支九星気学の基礎を学び暦が読めるようになります

日時：1月 27 日（金）10：00 ～ 12：00

場所：男女共同参画センター　　　　対象：どなたでも

費用：2,000 円　　　　定員：20 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより

③暦の読み方 2「暦から自分のバイオリズムを知り、活かす方法」

内容 :2023 年のバイオリズムをしり、目標設定に役立てます

日時：1月 27 日（金）13：00 ～ 15：00

場所：男女共同参画センター　　　　対象：どなたでも

費用：2,000 円　　　　定員：20 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより

要
申込

要
申込

要
申込

要
申込

要
申込


