
　末成町にある「おむすびカフェ ゆりむすび」をご存じですか？ おむすび 1個から買え、手作りのお惣菜付きの

ランチやおむすび弁当を提供しているお店です。そのおむすびカフェが、月1回の子ども食堂ゆりゆりを始めました。

おむすびカフェゆりむすびが営む
『子ども食堂  ゆりゆり』
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ボランティア
グループ

朝から準備をします。

室内にもおむすびがいっぱい。

時計もおむすび♪ワンプレートランチ

ミニ食育講座「さて、何が入っているでしょ
う？」と代表の灘井さん

みんなで楽しい食事会

窓にはおむすびが !!　

フードドライブで集まった食材も活用して
います。

白菜と調味料を入れてモミモミ『白菜の即席漬物』のできあがり !!

　これまで小学校や保育所で調理員として働いていた店

長の灘井さん。自身がシングルマザーだったころ、仕事

から帰ると息子さんの友人がたくさん集まっており、よ

くご飯を作ってみんなで食べていたとのこと。息子さん

の結婚式で再会した友人の一人が「あの時のおばちゃん

の味が今でも忘れられない。」と言われたことがきっか

けとなり、子ども食堂のオープンを決められました。

　明るく清潔な店内のテーブルには、ウインナーやグラ

タンなどおかずが盛りだくさんのワンプレートランチが

並んでいます。この日の参加者は 12 人。食事の前には、

ミニ食育講座がありみんなで“白菜の即席漬物”を作り

ました。参加者は、みんなで食べる楽しい食事に大満足

でした。　　　　　　　　　　　　　　　　（市民記者）

子ども食堂を始めたきっかけ

プレオープン（12 月 26 日）

子ども食堂ゆりゆり
　日時：月 1～ 2回（ 不定期）インスタグラムでご確認ください。
　費用：子ども 100円、大人 300円
　場所：宝塚市末成町 19-24
　連絡先：0797-20-1804

199 号



　アートを楽しむ居場所を提供されているボランティアグループ『もはらびと』。

生きがいづくりをしてほしい、自分に自信を持ってほしいという思いでグループを

立ち上げられ、週 1回の活動日には 4～ 8名の参加者が集まり、ぬり絵やえん筆画、

木工などそれぞれがやりたい内容の材料を持ってきて楽しまれています。

　出来上がった作品は、年に数回、誰でも気軽に立ち寄れるスペースを利用して展

示。展示場所では、社会貢献の 1つとして募金活動を行い、集まった募金は宝塚市

社会福祉協議会が窓口となっている善意銀行を通じて、市内で活動している子ども

食堂や地域食堂に寄付されています。

　「絵を描くのが好き！」「ものづくりが好き！」

「アートをやってみたい！」という方、一度参加し

てみませんか。グループに関するお問合せは、宝塚

ボランタリープラザ zukavo まで。

もはらびと
～アートを通じた生きがいづくり～
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  Report

ボランティアさんに聴いてみました！ Part 5
今回は、198 号をご覧になられた「ノンさん」より FAX をいただきました。ノンさんにとってのボランティアを 3 つご紹

介します。

・社会参加の 1つ…仕事、学校、習い事とは違った世界が体験でき、それらと

　　　　　　　　　つながることもありますし、経験ともなります。

・人脈を作る機会…上とも重なりますが、年代問わずいろいろな人と接する機

　　　　　　　　　会になります。

・物を片付ける機会…フードドライブを始め、自宅にあるものを減らす機会に

　　　　　　　　　　もなりますし、役立ってると思うと気持ちが嬉しい

「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

次回は、読者アンケートよりご連絡いただ

いた『TA さん』のお言葉を掲載します。

ボラセン
登録

グループ

もはらびと
　日時：毎週水曜日　13：00 ～ 15：00
　場所：ぷらざこむ１またはガーデンニングひろば
　費用：無料

材料（ 牛乳パック 1本分）
・合いびき肉	 500 グラム
・ミックスベジタブル（ 250g、玉ねぎ入り） 2/3袋
・たまご	1 コ
・パン粉	 １カップ
・牛乳	 大さじ３
・ゆでたまご	 3 コ
・あらびきブラックペッパー	適量
・塩	 適量

作り方
１．ゆでたまごを作る。
２．きれいに洗った牛乳パックの１面を切り抜く。注ぎ口を閉じて、ホッチ

キスで止めておく。そのあと、アルミホイルで全体を覆う。
３．オーブンを１８０℃に予熱しておく。また、鉄板にクッキングを敷いておく。
４．ミックスベジタブルを、レンジでチンして冷ます。
５．ボールにパン粉、牛乳、卵を入れてふやかしたら ,、合いびき肉を入れ、

しっかり混ぜる。ミックスベジタブルを入れ、しっかり混ぜたあと、調
味料を入れる

６．牛乳パックに 1/3 の肉だねを平らに敷いて、ゆでたまごを縦に並べる。
残りの肉だねを卵の間に敷き詰めながら入れ、上は平らにする。

７．オーブンで 50 ～ 60分焼いたら、竹串をさして透明な肉汁が出たら、
そのままアルミをかぶせてあら熱を取り、お好みの大きさに切り分ける。

※冷めてから切った方が、きれいに切れます。
※肉汁を残しておき、ケチャップ・ウスターソース・中濃ソースを混ぜてか

けてもおいしいです。

簡単プチレシピ 【牛乳パックでミートローフ】 12 月に開催した「ボランティアクラブ」

で小学生の皆さんと作りました♪

オープンな空間でゆったりと楽しめます。 ぬりえを楽しんでいらっしゃる参加者。 活動中に分からないことがあったら、美術の
専門家にいつでも聞くことができます。

清荒神参道のイベント広場での展示会

SDG ｓへの取り組み。ごみを減らすことを目
標に、捨ててしまうようなものを使ってアー
トとして生き返らせます。

レシピ提供　喜久の会
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●初めてのボランティア活動相談会

日時：3月 16 日（木）10：30 ～ 12：00

　　　4月 25 日（火）14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１

　●相談会

要
申込

平日

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」

どなた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

　3月 14 日（火）、4月 11 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

　3月 22 日（水）、4月 26 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

　3月 24 日（金）、4月 28 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

　3月 8日（水）、4月 12 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

　3月 15 日（水）、4月 19 日（水）10：00 ～ 12：00

【ここぉる（鶴の荘 19-15）】毎月第 1月曜日

　3月 6日（月）、4月 3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・使いきれなくて余ってしまった食品を、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】

　3月 20 日（月）～ 26 日（日）、4月 17 日（月）～ 23 日（日）

【ぷらざこむ１】月～土 9：00 ～ 17：00

【宝梅ハウス】月〜土 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

【フレミラ宝塚】月～日　9：00 ～ 21：00

ご報告　12 月～ 1月分

　回収　364.2kg（1,391 品）　　　

回収ボランティア

　12/26（月）3名　・　1/27（金）3名

仕分けボランティア

　1/7（土）14 名　・　2/8（水）12 名

提供会　11 ～ 1 月　延べ 52 団体

　11 月　15 団体　　12 月　19 団体　　1月　18 団体

●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：3月 9日（木）、4月 4日（火）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。

　●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：4月 25 日（火）

　　　① 10：00 ～ 11：30 ② 14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１
平日

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：3月7日（火）、4月7日（金）　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。

　※4月からは第一金曜日に開催します。

場所：ぷらざこむ１　　　取材：随時
土日

祝平日
●令和 5 年度ボランタリー活動助成　活動活性費

助成のご案内

宝塚ボランタリープラザ zukavo 登録グループを対象とし

た助成金「ボランタリー活動助成活動活性費助成」の受付

が始まります。現在登録されていないグループも、ご登録

いただくことで申請できます。

助成の目的　宝塚市社会福祉協議会の第７次地域福祉推進

計画の内容に沿った活動・事業を行うグルー

プへ必要な経費を助成する。

助成額　1 グループ年間 300,000 円以内で配分委員会が認

めた額

事業実施期間　令和 5年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

対象経費　交通費（通常活動の交通費は対象外）、通信運

搬費、謝金（構成員のみを対象とするものや、

講師が構成員の場合は対象外）、消耗品費、印

刷費、研修等参加費、使用料、材料費、保険料

（ボランティア活動共済は対象外）、修理費、備

品購入費

申込期間　令和5年 4月 1日（土）～令和5年 4月 22日（土）

※詳しくは宝塚ボランタリープラザ zukavo までお問い合

わせください。

　●お知らせ

活動の様子を

Instagram で

配信しています。
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12月1日～1月31日まで

　相談　依頼件数

　　　‥‥66件（うち終了分 60 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：3月 26 日（日）、4月 23 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

●災害ボランティアセンター運営訓練

日時：3月 21 日（火・祝）10：00 ～ 12：00

場所：ぷらざこむ 1　　　対象：どなたでも

費用：無料　　　　　　　定員：40 名（要申込）

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　●お知らせ

●子どもに関する情報発信をしませんか

『宝塚市子育てネットワーク』に登録（facebook）

して、宝塚市の子育てに関する情報を見たり、

発信しませんか。ご興味のある方はぜひご登録

ください。

　●お知らせ

●オンラインレクリエーション

日時：3月 15 日（水）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）

主催：たからづか障害者応援プロジェクト 　神様があの世から“現世”に送られた先人たち。

　神は人間を賢愚において不平等に生み、善意においては

公平に“この世”に旅立たせました。又、史上の人物を調

べてみると

　十代　大石主税　アンネ・フランク  

二十代　吉田松陰　石川啄木　樋口一葉

三十代　イエス・キリスト　モーツァルト

四十代　聖徳太子　夏目漱石

五十代　松尾芭蕉

六十代　手塚治虫　千利休　森鴎外　小林一茶

七十代　湯川秀樹　　

八十代　吉田茂　黒澤明　杉原千畝　雪舟

九十代　松下幸之助　　　　　　　　　　　（敬称略）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOHOHONJIN

●シニアのためのスマホ相談

日時：毎週月曜日・金曜日（祝日を除く）　10：30～16：00

　　　※時間内でお好きな時間にお越しください。

場所：ここぉる（鶴の荘 19-15）　

費用：1回 400 円（30 分）　　　定員：6名（要予約）

申込：直接お越しいただいても OK ですが、予約をおすす

　　　めします。

問合：080-2359-8768

主催：まちのつどいば　ここぉる

　●お知らせ

●『令和５年度　兵庫県ボランティア・市民活動

　　災害共済』の受付が始まります

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済の令和 5年度分受

付を 3月 1日（水）から開始します。

この共済は、自発的な意思に基づき日本国内において行わ

れるボランティア活動について、その活動中の万が一の事

故に備えるためのものです。3 月中にお申込いただきます

と、4月 1日より補償できます。（4月 1日以降のお申込は、

受付日の翌日からの補償になります。）

　●お知らせ

　●お知らせ

●悩みごと相談

日時：3月 18 日（土）、4月 15 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（要予約）

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

「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199号読者アンケート」

宝塚社協　ボランティア

要
申込

要
申込

要
予約


