
届けたい みんなの応援する気持ち

西宮つながるフードパントリー

「フードパントリー」とは 　家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄り、それを必要として
いる方々にお渡しする支え合いのしくみです。

1 か月以上賞味期限が残っていて、
常温保存が可能なもの
● 米（白米・玄米・アルファ米）
● 缶詰・レトルト・インスタント食品
● お菓子・調味料（醤油、食用油など）
※賞味期限が 1 か月を切っているもの、開封されているもの（お米を除く）、

生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）、アルコール（みりん、料理酒を除く）
は受付できませんのでご了承ください。

　10 月ごろに、市内の団体と協働した「西宮つながるフードパントリー」の開催を予定しています。開催情報は、
随時ホームページへ掲載いたします。また、下記にもお気軽にお問い合わせください。

共生のまちづくり推進課お問い合わせお問い合わせ TEL. 0798-61-1361 FAX. 0798-61-1409

　長期化する新型コロナウイルスの影響を受け、特に経済面や子育てなど暮らしの困り
ごとを抱えている方が増えています。そうした中、西宮市内では食を通じて暮らしを応援
する「フードパントリー」という取り組みが少しずつ広がっています。つながり・支え合い
ながら、みんなで今の暮らしを乗り切りましょう。

食を通じた暮らしのサポート

活動者の

声

フードパントリーの様子を紹介します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

人とのつながりが気持ちの支えに
 『何か役に立てたらいいな』という思い
が原点です

　家庭生活、子どもたちの学校のこと、
引っ越しなど一度にさまざまなことが
重なり、非常にしんどい時期を過ごし
ました。いつも下を向いてばかりいま
したが、「西宮ごはん」※を利用するよ
うになり、外に出る回数が増え、人と
のつながりも出来ました。食品等をいただけることは精神的にかなり
大きな助けになっています。
※特定非営利活動法人 alittle が行う食支援の取り組み

　フードパントリーではボランティア
さんや来られた方同士が自然と顔見
知りになる様子がみられ、食材を提
供するだけではない“人と人とのつ
ながり”が生まれています。何か役
に立ちたいと思う方と今困っている方
とのパイプ役になりながら、一人ひと
りができることを無理のない範囲で取り組み、“もったいない”から

“ありがとう”の輪を広げていきたいです。

へいなんこども食堂代表 福本さん

“もったいない”を“ありがとう”へ　食材寄付にご協力ください
寄付いただきたい食品 いつ、どこに持ち寄れば良い？

期間 9/7（水）～ 9/19（月）

場所

①市内コープこうべ店舗サービスコーナーまたは専用コーナー
　各店舗営業時間内　※コープミニはレジへ
②西宮市総合福祉センター 1 階受付 ［西宮市染殿町 8-17］
　平日 9 ～ 17 時
③地域共生館ふれぼの 1 階カフェ［西宮市中前田町 1-23］
　平日 9 ～ 17 時

利用者の

声

今、お困りの
みなさんへ

詳細はこちら

みんなで西宮の暮らしをゆたかにするための情報紙
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〒662-0913 西宮市染殿町8-17（西宮市総合福祉センター内）
TEL.0798-34-3363（代）／FAX.0798-35-1132　URL：https://nishi-shakyo.jp/

この広報紙は、市民のみなさまからご協力いただきました「赤い羽根共同募金」の配分金で作成しています。
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入学試験日程
推薦入学試験 令和4 年11 月12日㊏
社会人入学試験 令和4 年11 月12 日㊏・13 日㊐
一般入学試験（１次）令和5 年１ 月 7 日㊏・8 日㊐
一般入学試験（２次）令和5 年 2 月25 日㊏・26 日㊐

●高等教育の修学支援新制度対象校  ●専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
設 置 課 程 　看護師３年課程　修業年限３年
受 験 資 格 　  高等学校又は中等教育学校を卒業（本年度卒業見込

み者を含む）及びこれと同等以上の学力を有する者で
令和5年4月1日現在18歳に達する者

卒業後の資格 　看護師国家試験の受験資格

西宮市医師会看護専門学校

〒662-0911　西宮市池田町13番2号（JR西宮駅徒歩2分）
TEL.0798-26-0661　　URL：https://nishinomiya-kango.ac.jp/

学生募集学生募集

参加ご希望の方は、ホームペー
ジからお申し込みください

学校説明会

令和4年
 9 月24 日㊏
10 月15 日㊏
12 月  3 日㊏

10:00～11:30

　今回は、「子育て世代の活躍」「コーヒー」「子ども
支援」をテーマに３回シリーズで実施します。

1回のみの参加も可能ですので、お気軽にご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、オンラインのみの開催になる
場合もあります。

「みやっこ学びラボ」今年もやります

TEL：0798-61-1361
FAX：0798-61-1409お問い合わせ 共生のまちづくり推進課

地域支援係

「みやっこ学びラボ」について
　皆さんの興味・関心のあるテーマについて、楽しく真面目に、そして自由に
学びあう機会です。毎回、様々な分野で活躍されている方々をゲストにお招
きし、活動の内容や意義、そして夢を語っていただきます。
お話を聞きながら、それぞれのテーマに触れ、
みなさんと一緒に考えます。

　西宮市社協では、就労等で放課後保護者が家庭にいない子どもたちが安全
に過ごせる場として、市内24小学校内51の育成センターを運営しています。
そこで働く指導員の声をお伝えします。

Q	．
A	．

この仕事のやりがいは？
いろいろな子どもと出会い、個々の考えに触れることができます。それ
が自分自身の成長にもつながっています！

Q	．
A	．

仕事の中で難しいところは？
価値観や環境が違う子どもたちをしっかり認めること、
子ども同士のトラブルなどを未然に回避できるように
広い視野でいることです。

Q	．
A	．

この仕事を選んだ理由は？
元々子どもが好きでした。未経験で始め、働きながら
保育士資格を取りました。

●  出勤したら…連絡ノートの確認、工作の準備、季節の壁面飾り、おやつの準備
●  児童が登所したら… 体調確認、宿題確認、おやつの提供、外遊びの見守り

や一緒に遊ぶ
●  児童が降所したら…掃除、消毒、指導員間での情報共有、次の日の準備

☎078-271-3881
社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会
兵庫県福祉人材センターお問い

合わせ
所在地：神戸市中央区坂口通2丁目1番1号

福祉施設等の採用担当者と個別面談ができます。
福祉のお仕事に興味・関心がある方は
どなたでもご参加いただけます。

福祉の就職説明会
in HYOGO【西宮会場】

令和4年9月24日（土）13：00～16：00
西宮市フレンテホール
（西宮市池田町11-1 フレンテ西宮5階）

参加費
無料

入退場
自由

無資格・
未経験OK作 尼子騒兵衛

福祉のお仕事相談窓口
［阪神南］

介護・障害・保育・児童等のお仕事や
福祉の資格に関するご相談に応じてい
ます。無資格・未経験の方もお気軽にご
相談ください。

相談
無料

事前申込
不要

場所

日時

西宮市総合福祉センター2階
西宮市社会福祉協議会 地域福祉課内
（西宮市染殿町8-17）

9月13・15・20・22・27・29日
10月4・6・11・13・18・20・25・27日

毎週火・木曜日
10：00～17：00（年間を通じて実施）

10月15日（土） 「子育てしながら始める、『わたし』らしい地域での取り組み」

11月19日（土） 「一杯のコーヒーがつむぐ、人と人との物語」

12月17日（土） 「子ども達をほっとかへん、子ども支援の多様なカタチ」

【会場】西宮市総合福祉センター（西宮市染殿町8-17）またはオンライン（Zoom）
【時間】全て14：00～ 15：30

◦WEB申し込み ◦電話申し込み

申し込み方法（〆切は各回の1週間前になります。）

◦FAX申し込み
（ホームページもしくは公民館等に配架している
チラシの裏面が申し込み用紙になっています。）

❖   認知症サポーター養成講座

認知症についての正しい知識を身につけるための講座です。受講された方には、
オレンジリングをお渡しします。

【日　時】11月8日（火） 10：30～ 12：00　【場　所】アプリ甲東 講堂（西宮市甲東園3-2-29）
【対　象】市内在住、在勤、在学者　【参加費】無料　
【定　員】30名（先着順）　【申込受付開始日】9月12日（月）
【お申し込み】右記QRコードまたは電話、FAXで申し込み
【お問い合わせ】地域福祉課　福祉啓発係　TEL.0798-31-3006　FAX.0798-23-3910

西宮市共同募金委員会（西宮市社会福祉協議会内） TEL.0798-23-1140 FAX：０７９８-２３-３９１０

赤い羽根共同募金がはじまります！
【運動期間】10月1日～ 12月31日

子ども・高齢者・障害のある人などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。
募金活動に皆様のご協力とご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今年度、西宮市地区では26,489,464円（R4．8.22現在）の活動資金を
お寄せいただきました。ご協力いただきました活動資金をもとに、多く
の苦しむ人々の笑顔が取り戻せるよう、国の内外で人道的な活動を展
開していきます。今後も温かいご支援を心からお願い申し上げます。

日本赤十字社兵庫県支部 西宮市地区（西宮市社会福祉協議会内） TEL.0798-23-1140 FAX：０７９８-２３-３９１０

赤十字会員
増強運動のご報告 活動資金のご協力ありがとうございました

～育成センター指導員にインタビューしました～

わ　　　く わ　ー　く

WAKU WORK 育成魅力
発信

　子どもたちと関わる仕事がしたいと思われている方
はお気軽に下記までご連絡ください。西宮市社会福祉
協議会ホームページ「採用情報」ページもご覧ください。

TEL：0798-36-7127
FAX：0798-36-7887お問い合わせ 育成センター事業課

詳しい採用情報は
こちらをご覧ください

一緒に働く仲間(指導員)を募集しています

指導員のある1日


