
 

転居して 30 年、老齢化は避けられないことかしら？ 

何か楽しみながら皆で元気に過ごしていきたいね！

と始めた健康太極拳。どのくらいの人が来てくださる

かしら？ 広さは？ 通行の妨げにならないようにす

るには？ と手探り状態のお試し期間を超えて一年が

過ぎました。やさしいお人柄で丁寧に指導してくださ

る西脇美紀子講師のおかげなのですが、雨の日もカン

カン照りの日も年末年始以外休むことなく、60 回を

重ね常に 50 人前後の参加者で、人と競うことなく、

のびのびと体を動かしています。「帰り道の足が軽い

のよ」「イライラが減ってきたのよ」「体調が良くなっ

た」などの声もたくさん寄せられ、この健康広場がず

っとずっと続きますようにと願っています。 

イベント実施などなど、コ

ミュニティという大切な

地域資源を生かしながら、

力を合わせて行ってまい

りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行；ＮＰＯ法人コミュニティかりば   🏣651-2272 神戸市西区狩場台 3-9-15 ☎080-4646-2552 

 
第 6 回まちづくり法人国土交通大臣賞 受賞！【まちの安全・快適化部門】 

 

平成 29年 9月 1日 

通信 第３号 

この度、“ＮＰＯ法人コミュニティかりば”は、第 6 回

まちづくり法人国土交通大臣賞「まちの安全・快適化部

門」の表彰を受けることになり、6 月 16 日、東京にて

授賞式がありました。 

創立 4 年目の新しい法人が、こんな大きな賞をと、最初

は驚きましたが、正会員、ボランティア会員、賛助会員

の地道な努力によって、当法人の目的である「生活サポ

ートの交流の場つくりなどに関する事業を行い、安心し

て住み続けられる地域づくりに寄与すること」に向かっ

て、会員一同が高い目的意識をもって活動してきたこと

が評価されたのだと感じています。 

華々しく開発されたニュータウンが年数を経てオールド 

けんこう広場「健康太極拳」 8 月 1 日で 60 回を迎えました。 

 

タウンになりつつある今こそ、この法人の果たす役割が

貴重になるのではないかと思えば、さらに気が引き締ま

る思いでいっぱいです。かりばプラザ休憩所の運営及び

集会所受付事業、元気アップかりば事務局事業、お困り

ごとサポート事業、フリマボックス事業、かりばプラザ

広場での健康太極拳などの 

 

昨年の 6 月からけんこう広場「健康太極拳」として毎週火曜

日午前 9 時から 45 分程度、かりばプラザ広場を使って太極

拳を行ってきました。これまで（8 月 1 日）で 60 回、3,159

人の参加者がありました。 

参加されている方の動機の多くは、健康寿命を長く維持した

いとの思いからですが、50 歳未満の若いママさんも参加さ

れています。美容や健康、介護予防にも役立ちます。関心の

ある方は、お気軽にご参加ください。 

http://www1a.biglobe.ne.jp/comukariba/ 

「NPO コミュニティかりば」が「元気アップかり

ば」の事務局的役割をしています！ 

 

「NPO コミかり」ではこれまで「お雛様『ぬり絵

会』の会場」「子どもの日『傘袋鯉のぼり』作成場

所」「夏祭り・秋祭りの参加受付け」など「元気ア

ップかりば」の事務局的役割をしてきました。この

度、「元気アップかりば」の取り組みをお世話いた

だいたまちづくりコンサルタントの岩崎さんが事

務所を閉じることになり、昨年半ばから「検討会」

の進行役や「かりば便り」の編集を新たに（第 43

号から）担当しています。よろしくお願いします。 

ト
ピ
ッ
ク
ス 

秋祭りに向けた 
「元気アップかりば検討会」 
 H28.10.18  

パソコンの【お困りごとサ

ポート】始めました。 

困ったときの〈コミュニテ

ィかりば〉ご相談ください 

【お困りごとサポート】 

ご利用料金（ｻﾎﾟｰﾀｰ1人分）
作業時間 10分 20分 30分 1時間 2時間

金額 200円 400円 500円 1000円2000円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かりばプラザ」更新(建替え･増設)へ！① 

お団子を食べるとサービスでお

茶が飲めます。 

お買い物帰りに！ 

お友達と一緒に！ 

お饅頭を頂きながらおしゃべり

ができます。 

午後の一服にいかがですか!! 

かりばプラザ トピックス 

“力強い主婦（夫）の味方”に！ 

 

・火曜・水曜市はお買い得商品満載 

・スマートワオンポイントカードと（現金、クレジッ

トカード、電子マネー）でポイントが貯まります。 

毎週火曜日「シルバーエイジ 10%OFF」、太極拳の

後にお買い上げいただき、売り上げアップにもつなが

っています。ありがとうございます。 

【シルバーカード会員さま ご入会受付中】 

「ピーコック（光洋）」さん 

    毎週火曜日「シルバーエイジ１０％OFF」に！ 

「かりばプラザ」ホームページ 

http://om-kobe-shop.info/facility/karibaplaza 

「宝屋」さん、 

緑茶サービス始めました！ 

平成 28 年度の収支は、収入が、集会所受

付等及びかりば活性化業務の受託・フリマ

ボックス・お困りサポート・会費・寄付等

で 2,977 千円,支出がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等への活動

費 1,371 千円、光熱水費等の事務所費

881 千円、ｲﾍﾞﾝﾄ活動費 270 千円、管理

費 201 千円（支出合計 2,723 千円）とな

り、差引 254 千円のプラスで、これまで

の累積赤字 13 千円を差し引くと 241 千

円の収支黒となっています。前年度の決算

と比較して大きく変わったのは、新たにけ

んこう広場を 6 月から、かりばプラザ活性

化業務を 8 月から、開始したことです。 

ＮＰＯ法人コミュニティかりばの財政（平成 28 年度）・訪問者数 

平成２８年度活動計算書の概要 主な内容 単位：千円

フリマﾎﾞｯｸｽ事業 399
お困りサポート事業 181
会費収入 104
イベント収入 329
助成金収入 168

事業費 2,522 その他 238

管理費 201 活動費 1,371

254 事務所費 881
△ 13 イベント活動費 270

241

27年度末累積欠損金

累　　　　計

集会所受付及びかりば
プラザ活性化業務受託

1,558

2,977収入（①）

支出（②）

差引（①－②）

コミュニティかりば訪問者数 単位：人
年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
Ｈ27 881 1,007 1,045 1,011 999 952 1,101 1,023 857 772 967 1,078 11,693
Ｈ28 1,076 1,093 1,090 985 872 918 1,037 1,102 1,006 979 985 1,107 12,250

公募により「事業者（優先交渉権者）」を決定し、再
度「地域検討会」で「事業計画の協議」をし事業（建
設工事）に着手するとのことでした。▼当初の「かり
ばプラザ」は、35 年前から短期間で入居した活動的
な子育て世代に合わせて施設が整備されたものであ
り、高齢者のための施設などは必要度が極めて少なか
ったと言えます。現在は高齢化し、そのための施設が
必要になってきているとともに、住み替えにより若い
子育て世代もだんだんと増えてきており、その世代の
ための施設も必要になってきている状況です。「かり
ばプラザ」は、現在及びこれからのニーズに合った施
設に更新(建替え･増設)される時期にあります。▼当地
域で必要とされ、かつ事業者が経営として成り立つ施
設を調査・検討し、事業化してゆくことが大切です。
当「コミかり通信」ではこれからシリーズで報告して
いきたく思います。 

▼昨年末、当ニュータウン開発者の神戸市みなと総局
から「かりばプラザ」リニューアル(更新＝建替え･増
設)の検討に着手したいと「元気アップかりば」の場
で伝えられました。▼「かりばプラザ」を主に利用す
る狩場台・糀台地域において、「これからの地域づく
り」としてどのような施設に建替えたらいいのか、ど
のような施設を増設するのか、を検討していかなけれ
ばなりません。とりわけ「安心して住み続けられる地
域づくりへ」をめざして「かりばプラザ」の継続活性
化に取り組んでいる当NPO法人にとってはたいへん
重要なことです。どのように更新(建替え･増設)してい
くのが良いのか、これから、社員・ボランティア会員・
賛助会員を始め、テナント会や地域にお住まいのみな
さんといっしょに考えていきたいと思います。▼これ
まで地域代表者・テナント会による「地域検討会」が
３回行われ、狩場台・糀台の全世帯に呼びかけられた
「ワークショップ（検討会）」が２回行われました。
これらの「ワークショップ」で出された意見を集約し、
それらを反映させた「事業者公募のしおり」を作成し、  

 

第２回 ワークショップ 

8 月 20 日(日) 午前 

かりばプラザ集会所 


