
特定非営利活動法人 阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」（略称HANDS）　通信第14号　平成18年7月1日発行

HANDS 　　　･14通信
あ　  か　  り

　涙があふれてきた。しかしこの涙は、決して感傷的になったから出てきたのではない。いまだにこころを閉

ざした方が、時が止まったままの方がいらっしゃるという現実がありながらも、時はそして社会は何事もなか

ったかのように歩みを止めないからだ。悲しみの涙ではなく怒りの涙かもしれない。僕はあの日あの時、絶望

という暗闇の中に小さな灯りを見た。その小さな灯りは、自らが傷つきながらも他を思いやる人々のこころが

かがやいていたのだ。その灯りは、『生きていることのすばらしさ』を僕に教えてくれた。

　『ひとつひとつの出会いをしっかり両手で受け止めていこう』と、いま思う。

街角に剥れかけた　SOSのポスター
見てみぬふり　立ち止まる人はもういない
家を失くし　家族もそして…誰もいなくなった
途方に暮れ　何万もの人が　今も取り残されている

この怒り神戸から　この想い神戸から
天まで届け！届け！届け！

更地になった　我が家見つめただ茫然と
天国に逝ったお前に…謝ることしかできなかった
忘れることと　負けないことで　必死に生きてきた
やりきれない　思いを今　正義に　正義に問いかけている

この怒り神戸から　この想い神戸から
天まで届け！届け!届け!

『神戸』よ…優しすぎる友よ
もう充分だ…もう我慢しなくていいさ
悲しいとき　苦しいときは　思い切り叫べよ
途方に暮れ　何万もの人が　今も取り残されている

この怒り神戸から　この想い神戸から
天まで届け！届け!届け!
この怒り神戸から　この想い神戸から
天まで届け！届け!届け!

いま思う 18年度の総会の活動指針を書くために久しぶりに机の前に座る。

・・・この11年が頭の中を駆け巡る・・・。

　震災当日のこと、友人と『がんばろう！！神戸』を立ち上げた日、地元

選出議員の後援会の方や地縁団体の方が事務所に殺到し、「あんた達ここで何しようっていうの？」と怒鳴り込まれ

たこと、役所に「連携して被災された方々の支援をしよう」と提案したが相手にされなかったこと、・・・その友人

も亡くなってしまった・・・。道路工事会社のコールタールべったりのトラックを休日にお借りして、避難所から仮

設住宅への移動のお手伝いをしたこと、サハリンで地震が起きた時、避難所にいる被災された方々から「サハリンっ

て寒いんだろ。俺達はこうやって毎日弁当も出るし雨露だってしのげるんだから、このカイロや食べ物を送ってくれ」

と頼まれたこと、仮設住宅に入居された方々に呼びかけていっしょに自治会作りをしたこと、運動会テントを使って

ふれあい喫茶をやったこと、被災された方々のお仕事を作ろうと内職屋さんを回ったこと、仮設住宅から復興住宅へ

の引越し、震災モニュメントマップづくり、震災モニュメントウオークを始めるきっかけにもなったご遺族との出会

い、全国から種火を集め「1.17希望の灯り」にともしたとき、はるかのひまわりの種まき、NPO法人「阪神淡路大震

災1.17希望の灯り」を設立したとき、役所の手を借りず震災を遠因として亡くなられた方々のお名前の掲示が初めて

できたとき、・・・様々な出来事があった、そして多くの出会いがあった。その中にはすでに亡くなられた方も数多

くいらっしゃる。「・・・もう11年か・・・」。

　友だちから先日もらったCDをかける。『SOS神戸』という曲が流れてきた。この曲は震災で亡くなったバンドの仲

間を想い、震災から３年ほど経った時に作ったそうだ。

HANDSとは、Hanshin-Awaji　Network　for　Disaster　Survivors の頭文字をとり
震災とそこから生まれた支え合う「こころ」を伝えひろげるため設立されました。

阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」理事長  

■はるかのひまわりの種JALに乗って全国へ: 神戸空港にて（6ページ参照）



●●●●●●●●●●●●●●●
（2）灯り通信14号

総 会 報 告平 成 18 年 度

●●新事業年度役員●●

　5月28日（日）午後2時15分より午後4時50分

まで、神戸市中央区にあるセンタープラザ西館6

階8号室にて、特定非営利活動法人阪神淡路大震

災「1.17希望の灯り」平成18年度総会を開催し

ました。正会員総数141名のうち、85名（委任

状出席者50名を含む）、賛助会員の方々にもご

出席いただきました。

　保坂幸彦議長の進行により議事がすすめられ

ました。まず白木利周理事より「平成17年度事

業報告」、大下幸夫理事より「平成17年度決算

報告」、井上隆文監事より「会計監査報告」が

ありました。以上の報告書に対し、満場異議な

く承認されました。続いて大下幸夫理事より4名

の理事の退任（藤本東美子氏、小西信之氏、足

立朝子氏、松田正氏）、新たに2名の選任（大寺

眞理子氏、田中宏明氏）、理事長に堀内正美氏

とする体制を先の理事会にて決議承認を得た報

告があり、満場異議なく承認されました。そし

て堀内正美理事長より「平成18年度活動計画案」、

大下幸夫理事より「平成18年度予算案」の説明

がなされ、満場異議なく承認されました。

　さらに、新たなブログの開設の報告、ジャワ

島中部地震の募金開始の説明がありました。

■新理事 田中宏明 氏
　私は仕事で海外に行くことが多いのですが、神戸から来たと言うと「地震のあった町ですね」

とよく言われます。改めて世界中に大震災が知られていると思う一方、神戸では震災の話は滅

多にしないということに気づきます。

　神戸で働き、住む者にとって、阪神淡路大震災からの歴史を人生に刻まない人はいないと思

います。自分の言葉で少しでも伝えるということは、生きた証であり、責務であると思います。

■新理事 大寺眞理子 氏
　「がんばろう!!神戸」の活動から始まり、震災モニュメントマップ作成、交流ウォーク、

「1.17希望の灯り」点灯・分灯、ひまわり運動、NPO法人設立…と、常に自己増殖してい

くすばらしい活動に関わらせていただいて参りました。皆様を通じていつも「あたたかい

空気」に包まれていたように思います。これからも出会いを大切にするとともに、いつも

新たな「気づき」を感じさせてくれる「HANDS」にしていきたいと思います。

◆理事長：堀内正美　◆専務理事：大下幸夫　◆理事：松浦潔、足立悦夫、加藤いつか、下村誠治、中島喜一、

上西勇、岸本昌市、後藤理能、白木利周、松浦美佐子、山川泰宏、大寺眞理子、田中宏明　◆監事：井上隆文



灯り通信14号（3）

1. 震災モニュメント交流ウォーク

（担当：岸本昌市）

震災後生まれたモニュメント・慰霊碑・追悼碑を訪れ、地元の

方々との交流を通して震災を語り継ぐ。

■予定日時：平成18年7月16日（日）西宮市／平成18年9月17日

（日）神戸市中央区／平成18年11月19日（日）尼崎市（詳細未定）

2. 地域間交流・「1.17希望の灯り」分灯、清掃

（担当：白木利周）

・震災時、火災から多くの命を守ってくれた樹木、傷ついた心

を癒してくれた草花に感謝し、それらを地域の方々とともに「植

え・育てる」を通して「いのち」の大切さを伝え広げていく。

予定日時：平成18年6月14日（日）丹波市氷上町福田おいやか

村

・「1.17希望の灯り」を全国の希望団体や個人に対して分灯し、

灯を通して連携をしていく。

■日時：随時

・「1.17希望の灯り」「慰霊と復興のモニュメント」の清掃を

継続実施する。

■日時：毎月1回（月命日前後の土または日曜日）

3. 震災学習の受け入れ・語り部の派遣

（担当：大下幸夫）

全国から訪れる小中高校の修学旅行・震災学習の支援・受け入

れ、および語り部の派遣。

■日時：随時

4. おやじの会

（担当：足立悦夫）

オヤジ達が女性の目を気にすることなく、気軽に思いのたけを

話し合える場を作る。

■日時：随時

5. 災害・事件・事故ご遺族相談窓口

（担当：下村誠治）

災害・事件・事故に遭われた方々、ご遺族の方々の電話相談窓

口を継続開設します。相談窓口は、こころのケアに関する専門

家とも連携していきます。

6. 子どものキャンプ

（担当：小西信之）

災害時の対応学習や野外キャンプの体験を学ばせる。

7. 震災モニュメントデータベース化

（担当：大寺眞理子）

震災モニュメントのデータのＣＤ化やホームページの作成。

8. 銘板設置・「いのちのフォーラム」・「1.17のつどい」

　と全体広報　　　　　　　　　　　 （担当：堀内正美）

9. 事務局

（担当：大下幸夫・白木利周・堀内正美）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●総会報告●●●

●●平成18年度 活動計画●●

●●平成18年度 予算●●（特定非営利活動係る事業会計）
会計期間：平成18年4月1日～平成19年3月31日

Ⅰ．収入の部 　　単位：円
科　　　目 05決算額 06予算額 備　　　考

1．会費収入 1,949,000 2,500,000
970,000 1,000,000 正会員　　100名
579,000 700,000 賛助会員　700名
400,000 800,000 企業・団体  80社

2.事業収入 237,700 500,000
（1）震災語り部事業（企画・運営・講師派遣） 237,700 300,000
（2）「灯り通信」掲載料 　 200,000 　
3.寄付金収入 2,134,770 2,300,000
預金利息 8,014 　 雑収入を含む

当期収入合計（A） 4,328,770 5,300,000
4.事業積立金取り崩し 　 　
前期繰越収支差額 834,642 925,872
収入合計　(B） 5,163,412 6,225,872

Ⅱ.支出の部 単位：円
1.事業費 330,428 500,000
（1）震災12周年事業 　 　 　
（2）「1.17のつどい」事業 330,428 500,000
2.活動費 1,892,534 2,700,000
（1）モニュメントマップ作成 239,711 500,000
（2）モニュメント交流ウオ－ク活動 31,237 100,000
（3）震災語り部活動 163,180 200,000
（4）文化・芸術・スポ－ツ育成交流活動 145,540 500,000
（5）ネットワ－ク活動 824,424 900,000
（6）緑化活動 488,442 500,000
3.管理費 2,014,578 1,900,000
（1）事務局管理経費 886,957 900,000
（2）通信費 170,308 200,000
（3）広告宣伝費 957,313 800,000
4.予備費 　 200,000
当　期　支　出　合　計（C） 4,237,540 5,300,000
当期収支差額　（A）-（C） 91,230 0
次期繰越収支差額　（B）-（C） 925,872 925,872



●●平成17年度 事業報告●●（特定非営利活動係る事業）

（4）灯り通信14号

●●●総会報告●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

事業内容 実施日時 実施場所 従事者数 参加者数

1.17のつどい (ボ：ボランティア)

「1.17希望の灯り」分灯 平成18年1月13日(金）～17日（火） 神戸市東遊園地 10名 67ケ所
阪神淡路大震災1.17のつどい 平成18年1月17日(火) 神戸市中央区東遊園地 50名
みなとのもり公園植樹祭 平成18年1月17日(火) みなとのもり公園

第30回震災モニュメント交流ウォーク 平成17年4月17日(日) 神戸市長田区 15名 100名
第31回震災モニュメント交流ウォーク 平成17年7月17日(日) 神戸市東灘区 15名 80名
第32回震災モニュメント交流ウォーク 平成17年10月2日(日) 神戸市中央区 15名 70名

らくらく交流ウォーククラブ 平成18年1月13日(金) 神戸市中央区 4名 10名

京都府長尾谷高等学校 平成17年5月14日(土) 出張講演（語り部：松浦）　 1名 31名
興和ガス開発新日石がス会 平成17年6月2日(木) 出張講演（語り部：白木）　 1名 30名
甲南女子中学・高等学校 平成17年6月16日(木) 出張講演（語り部：加藤）　 1名 161名
愛媛県松山市立北条小学校 平成17年9月12日(月) 出張講演（語り部：加藤）　 1名 100名
岡山県岡山市立中央小学校 平成17年10月13日(木) 出張講演（語り部：加藤）　 1名 80名
秋田県秋田市立鷹巣小学校 平成17年11月14日(月) 出張講演（語り部：加藤）　 1名
岡山県矢掛町立矢掛中学校 平成17年12月4日(日) 出張講演（語り部：加藤）　 1名
兵庫県篠山市立古市小学校 平成18年1月30日(月) 出張講演（語り部：加藤）　 1名 162名
静岡県浜松市篠原商工会 平成18年2月22日(水) 出張講演（語り部：加藤）　 1名

愛知県名古屋市立駒方中学校 平成18年3月16日(木) 出張講演（語り部：加藤）　 1名 200名
　 　　震災体験学習・修学旅行の受入　　　　　　　　　(ガ：KOBE観光ガイドボランティア)

岐阜県関市立上之保中学校 平成17年5月26日(木) 東遊園地など（語り部：大下・白木） 2名 30名
岐阜県羽島市立竹鼻中学校 平成17年5月28日(土) 東遊園地など 4名（＋ガ4名） 188名
岐阜県御嵩町立向陽中学校 平成17年6月8日(水) 東遊園地など（語り部：加藤） 6名（＋ガ8名） 175名

愛知県名古屋市立城山中学校 平成17年6月2日(木) 東遊園地など（語り部：山川） 2名 15名
広島県福山市立城西中学校 平成17年10月12日(月) 東遊園地など（語り部：白木） 4名 87名

大阪府羽曳野市立高鷲小学校 平成17年10月13日(木) 東遊園地など（語り部：加藤） 4名 96名
山形県新庄市立明倫中学校 平成17年11月10日(木) 東遊園地など 1名 82名

インターナショナルランプワークフェスタ 平成17年12月18日(日) 分灯挨拶：加藤 1名
六甲山氷の祭典 平成18年1月13日(金) 分灯挨拶：松浦 1名 350名

森林植物園 平成18年1月14日(土) 分灯挨拶：加藤 1名

桜花の下のつどい 平成17年4月2日(土) 石屋川公園 50名 68名
JR福知山線脱線事故相談窓口開催 平成17年6月2日(木) 事務局24時間体制で受付 6名 25名

「1.17希望の灯り」分灯 平成17年6月4日(土) 平野五宮神社（福原遷都８２５年祭） 6名 200名
平成17年5月17日～18日 田麦山地区 4名
平成17年6月10日～14日 田麦山・塩谷地区 2名
平成17年8月19日～22日 田麦山・塩谷・小千谷地区 2名
平成17年9月10日～12日 田麦山・塩谷・小千谷地区 2名
平成17年10月22日～23日 田麦山・塩谷・小千谷地区 2名
平成17年11月5日～6日 田麦山・塩谷・小千谷地区 2名

HANDS灯り通信10号発行 平成17年7月１日(金) 10名 10000部
こころのケア－センタ－研修 平成17年７月9日(土) 11名 　

「1.17希望の灯り」分灯 平成17年8月19日(金) メリケンパ－ク（こうべ海の盆踊り2005） 6名 30000名
「1.17希望の灯り」分灯 平成17年8月19日(金) アジュール舞子（パールキャンドル2005） ６名
「1.17希望の灯り」分灯 平成17年8月25日(木) 板宿自治会館（つなごう　いたやど　きずこう　おぢや）

HANDS灯り通信11号発行 平成17年9月1日(木) 　 10名 10000部
第4回おやじの会 平成17年10月2日(日) 南京町・華門 6名

「1.17希望の灯り」分灯 平成17年10月29日(土) 三木総合防災公園（兵庫県ふれあいフェスティバル2005）

第６回震災で亡くなられた方々のお名前を提示するつどい 平成17年12月17日(土) 慰霊と復興のモニュメント 20名
HANDS灯り通信12号発行 平成18年1月17日(火) 10名 20000部
インド洋大津波被災地訪問 平成18年1月10日(火)～13日(金) タイ・プ－ケット 3名 100名

新潟県中越地震被害者「1.17つどい」ご招待 平成18年1月16日～17日 東遊園地など 25名 　
千羽鶴奉納 平成18年3月12日(日) 慰霊と復興のモニュメント、摩耶山天上寺 12名

第5回おやじの会 平成18年3月18日(土) 南京町・華門 12名
「1.17希望の灯り」分灯 平成18年3月20日(月) 沢の鶴・灘区摩耶協議会（灘地区震災犠牲者数献灯慰霊祭）、摩耶山天上寺 4名 250名

千羽鶴奉納昇天（摩耶山天上寺春山開き） 平成18年3月21日(火) 摩耶山天上寺 5名 350名
JALUX募金箱設置 平成18年4月1日(土) JALUX全国8空港44店舗 6名

ひまわりの種まき 平成17年5月8日(日) 東灘区住吉川沿い 15名 80名
「みんなで描こう！！ひまわりの絵」 平成17年7月16日(土) 東灘区住吉川沿い 12名 70名
JALUXはるかのひまわりの種配布 平成18年4月1日(土) JALUX全国8空港44店舗 6名

ひまわりコンサ－ト 平成17年7月2日(土) 神戸文化ホール（中ホ－ル） 5名 600名

「慰霊と復興のモニュメント」
「1.17希望の灯り」清掃

平成17年4月17日(日)、5月15日
(日)、6月12日(日)、7月10日(日)、
8月14日(日)、9月17日(土)、10月
16日(日)、11月12日(土)、１2月17
日(土)、平成18年１月9日(月)、2月

12日(日)、3月13日(日)

「慰霊と復興のモニュメント」
「1.17希望の灯り」

8、6、8、8、
8、10、12、
10、9、10、
12、10名

平成１7年度定期総会 平成17年5月29日(日) センタ－プラザ　西館6F　9号室 77名 77名
明石歩道橋事故レクイエムコンサ－ト 平成17年7月16日(土) 明石市文化ホ－ル 8名 1000名

台風23号被災地訪問、「1.17つどい」募金による希望品目贈呈式 平成17年7月21日(木) 五荘公民館、江公民館、新田公民館、三江公民館 5名 35名
慰霊と復興のモニュメント運営委員会 平成17年11月22日(火) 5名 12名

全国高等野球選抜大会、神港学園出場応援参加 平成18年3月23日(木)、28日(火)、31日(金) 阪神甲子園球場 12、8、4名

4万6千人
（＋ボ419名）

緑化事業

その他

モニュメント交流ウォーク活動

新潟県中越地震被災地訪問

分灯挨拶

ネットワーク活動

150名

震災語り部活動

　震災体験学習・出張講演
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灯り通信14号（5）

●●平成17年度 決算書●●（特定非営利活動係る事業会計）

ＢＬＯＧ（ブログ：日記風のホームページ）を開設しました!!

① パソコン・携帯から次のURLにアクセスして下さい。

携帯電話の方は、次のアドレスの方が画面が整理されて見やすいです。

http://202.222.30.11/coco/m/m.cgi?u=117kibou.

cocolog-nifty.com/blog//#sixapart-standard

※うまくいかない方は、事務局へEメールを下さい。折り返しブログアドレスをお送りします。

　事務局のEメールアドレスは handsakari@msn.com です。

② 行事の予定や結果報告など、事務局からのさまざまな情報をご覧いただけます。

③ みなさんのコメントの書き込みもしていただけます。書き込みお待ちしています!!

　（但し携帯電話からは書き込みできませんので、パソコンからお願いします。）

　http://117kibou.cocolog-nifty.com/blog/

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

パソコン・携帯電話からHANDSの最新情報をゲット!!

会計期間：平成17年4月1日～平成18年3月31日
Ⅰ．収入の部 　　単位：円

科　　　目 当初予算額 決算額 備　　　考
1．会費収入 2,000,000 1,949,000

　 970,000 正会員　　  97名
　 579,000 賛助会員　597名
　 400,000 企業・団体  40社

2.事業収入 800,000 237,700
（1）震災語り部事業（企画・運営・講師派遣） 300,000 237,700
（2）「灯り通信」掲載料 500,000  　
3.寄付金収入 2,000,000 2,134,056 神戸新聞平和賞を含む

預金利息・雑収入 8,014 雑収入を含む

当期収入合計（A） 4,800,000 4,328,770
4.事業積立金取り崩し 　 　 　
前期繰越収支差額 834,642 834,642
収入合計　(B） 5,634,642 5,163,412

Ⅱ.支出の部 単位：円
1.事業費 1,000,000 330,428
（1）震災11周年事業 　 　
（2）「1.17つどい」事業 330,428
2.活動費 3,000,000 1,892,534
（1）モニュメントマップ作成 500,000 239,711
（2）モニュメント交流ウオ－ク活動 200,000 31,237
（3）震災語り部活動 100,000 163,180
（4）文化・芸術・スポ－ツ育成交流活動 300,000 145,540
（5）ネットワ－ク活動 500,000 824,424
（6）緑化活動 500,000 488,442
3.管理費 1,500,000 2,014,578
（1）事務局管理経費 1,000,000 886,957
（2）通信費 200,000 170,308
（3）広告宣伝費 300,000 957,313
4.予備費 　
当　期　支　出　合　計（C） 5,500,000 4,237,540
当期収支差額　（A）-（C） 134,642 91,230
次期繰越収支差額　（B）-（C） 134,642 925,872
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（6）灯り通信14号

◆みなさんの地域での“はるかのひまわり”の情報（種植え、開花など）を是非HANDS事務局にお寄せ下さい。

　“はるかのひまわり”の種10万袋が神戸

空港をはじめ全国の12空港内にあるJALUX

のショップ「BLUE SKY(ブルースカイ)」で、

訪 れ た 方 々 に 配 ら れ ま し た 。 あ わ せ て

JALUXの方々のご協力で、HANDSの募金箱・

入会案内も設置して下さいました。

長野県から

　4月18日（火）、長野県駒ヶ根市立東中学校の生徒さんたち60

名が、住吉川沿いに“はるかのひまわり”の種植えをしました。

修学旅行で神戸にいらしたみなさんをHANDSのメンバーがお迎

えし、震災体験学習の一環で種植えをおこない、また東遊園地の

「慰霊と復興のモニュメント」などにもご案内しました。

◆各社のホームページ◆　BLUESKY　http://www.jalux.com/c/bluesky/
キリンビール　http://www.kirin.co.jp/　キリンビバレッジ　http://www.beverage.co.jp/

■4月3日（月）神戸空港でJAL・

JALUX社員、整備士、松蔭女子高

等 学 校 放 送 部 の み な さ ん と

HANDSメンバーで、那覇行きの

お客様に“ひまわりの種”をお渡

しし、出発のお見送りをしました。

■5月16日（火）、㈱JALUX

佐々木修関西国際空港支店長

より全国から集まった募金15

万円をいただきました。この

募金は、ひまわりの活動に使

わせていただきます。

続報! !

修学旅行生が

はるかのひまわりの種植えをしました!!

■種植えの後、生徒のみなさんは加藤いつ

か理事からの震災当時の話に熱心に聞き入

っていました。

ひまわりの種

報告



石光商事㈱

エスケー食品㈱

(株)エフエルエス

(有)エムエフケイ

㈱岡田金属工業所

川西銭太鼓幸の会

神戸Town Wedding

㈱どりむ社 

DBサービス

㈱日興商会

(財)兵庫県薬剤師会

㈱プロファクトリー

㈱ベイエリア

吉野建設㈱

㈱アート･ファーマー

モリモトマサ硝子

(有)高嶋機工

ダイハツ40会

神戸武夷登山会

門口自治会

㈱PHP研究所

大慈保育園

つぐみ保育園

豊島工業(株)

UNN関西学生報道連盟

元栄海4丁目親和会

元栄海4丁目町内会

元町1番街商店街振興組合

元町3丁目商店街振興組合

元町4丁目商店街振興組合

元町5丁目商店街振興組合

元町6丁目商店街振興組合

金光教（岬教会･大開教会･長田教会･兵庫教

会･葺合教会･福原教会･山手教会･駒ヶ林教会･

布引教会･桜口教会･西近畿教務センター･金光

教神戸市教会連合会収集活動グループ）

がんばろう世田谷

ひまわりウエーブ事務局

フェニックス・ひのくち

神戸看護福祉研修学院

㈱神戸ﾆｭｰﾀｳﾝ開発ｾﾝﾀｰ

ダイハツサービスOB会

兵庫県児童養護連絡協議会

(社)大阪ボランティア協会

横浜雙葉学園アンナ会

熊本県「自然を愛する会」

シャンティ国際ボランティア会

スパゲティハウス「MACKY」

社会福祉法人 大慈厚生事業会

社会福祉法人 神港園

社会福祉法人 絆福祉会

社会福祉法人 千種会

社会福祉法人 六甲福祉会

㈱アロエベラエンタープライズ

21世紀歯科医師ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱグループ

特別養護老人ﾎｰﾑ ヘルシービラ加美

㈱ﾋﾞｭｰﾃｨ・ﾍﾙｼｰｱﾝﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｻ ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ

三宮センター街1丁目商店街振興組合

三宮センター街2丁目商店街振興組合

三宮センター街三丁目商店街振興組合

三宮センター街東通商店街共同組合

大阪ガス㈱“小さな灯”運動事務局

のじぎく大会実行委員会事務局

のじぎく兵庫国体実行委員会有志

(NPO法人)KOBE観光ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

(NPO法人)子供地球基金

(NPO法人)西すず安心センター

(NPO法人)風の子たき

六甲山氷の祭典実行委員会

(財)阪神・淡路大震災記念協会

神戸風月堂西宮工場ＯＢ会

神戸大学ニュースネット委員会

㈱マイスター大学堂

こころ鍼灸整骨院

あかね工房

川西倉庫OB会三勤会

㈱ディ・オー

繁栄自治会

北斗会

カフェ 「ひげおやじ」

カンサイタバコショップ

江戸川ミニポンプ(株)

坂本自動車工業(株)

関西プレスクラブ事務局

神戸市老人クラブ連合会

神戸市保育園連盟

神戸市職員労働組合

神戸交通労働組合

神戸市道路公社

神戸市秘書室

(財)神戸市演奏協会

㈱ＪＡＬＵＸ

キリンビール㈱

キリンビバレッジ㈱

カフェ「ブルー・ノート」

KSS神戸商大サービス

応 援 あ り が と う ! !

　私たちの活動は、みなさまからの会費とご寄付で運営されております。HANDSの活動に

ご賛同していただける方は、是非ご参加下さい。

HANDSご入会について

正会員152名　賛助会員1,475名（平成18年5月31日現在）

 ★ご入会・更新又はご寄付いただいた会員の方々 平成18年3月13日～5月31日まで

＊敬称は略させていただいています。ご不審な点がございましたらいつでもお問い合わせください。

 ★ご寄付をいただいた方々および団体

下記の郵便振替口座に、正会員又は賛助会員、おなまえ・ご住所・電話番号をお記入の上、年会費をそえてお申込く

ださい。会報、活動・イベントのお知らせを送らせていただきます。年会費は、ご入会から1年間有効です。

正　　会　　員
賛　助　会　員　

ご入会方法

年会費 ＊＊＊
１口　10,000円

企業
団体

１口　10,000円
１口　  1,000円

個人

郵便振替口座名　「希望の灯り」　口座番号　０１１２０－７－７０１１７

灯り通信14号（7）

 正会員

■4月

吉谷 靖弘

山谷 つや子

越川 元資

藤原 宏美

木田 洋子

多賀谷 誠

足立 悦夫

足立 朝子

秦 幸子

■5月

大島 栄策

白木 利周

平岡 秀元

藤本 東美子

大寺 末里子

加藤 いつか

加藤 満子

河端 澤子

河端 世起子

後藤 正

後藤 理能

下村 誠治

西 正興

堀内 桑美子

堀内 正美

松浦 潔

松浦 美佐子

松田 正

大石 博子

高見 喜代子

古谷 史子

山川 泰宏

久利 計一

 賛助会員

■4月

足立 由美

池田 有季子

井上 玉祁

北島 一郎

北村 佳代子

切畑 輝子

古山 愛子

古山 武雄

西村 あけみ

平井 眞弓

増田 順一

上野山 晴久

三坂 愛子

山口 良一

山川 泰子

山谷 孝紀

真野 道子

佐伯 潤子

越川 瞳

森山 芳子

山本 二三子

細井 八千代

堀内 恵二

堀内 明子

中村 裕

高松 純子

とみさわかよの

佐野 武

山岸 清

久保 敬

松村 眞弓

澤島 好利

中川 良子

間見 鐡臣

久田 美智子

西畑 秋雄

森田 拓也

■5月

波多野 陽子

松尾 伸子

一見 京子

久志本 鉄也

野村 新樹

佃 優子

平岡 キク代

大下 広子

高橋 素子

堀上 和子

横田 靖三

奥水 陵子

北村 栄子

小松原 知子

三木 敏文

宮本 幹

新坂 敏子

河端 佳世子

後藤 貴之

住田 功一

平井 隆史

平井 紀江

堀内 明子

堀内 恵二  

堀内 明子

堀内 甲太

堀内 佑太

松田 靖子

白木 かおり

上田 有利子

大福地 博文

小椋 善彦

古結 敏夫

近藤 奈々代

酒井 春美

杉原 サミヨ

杉原 哲哉

辻 文子

中井 カズ子

秦 和子

三間 啓子

宮垣 義巳

藪下 洋子

渡辺 和也

内山 ムツ子

沢野 キヨ子

宮尾 好子

森 美津子

田澤 耕平

藤野 芳雄

安藤 清志

 団体・企業賛助会員

■4月

フェニックス・ひのくち

■5月

㈱JALUX BLUE SKY

伊勢市PTA連合会

大阪府歩け歩け協会

神戸看護福祉研修学院

日本地震補償㈱

㈱ベイエリア

石光商事㈱

ＵＮＮ関西学生報道連盟

室崎 益輝

■4月

白井 政子

竹元 ヤスコ

竹内 松直

岩本 しず子

加藤 成文

■5月

安立 美津枝

阿部 久子

吉良 明美

秋野 由美子

茂 恵美子

山谷 つや子

一見 京子

山口 尚子

■前回号（13号）におきまして、「ご入会・更新・ご寄付の会員の皆様」、「ご寄付をいただきました皆様」の

お名前の掲載漏れがございました。改めて掲載させていただきますとともに、お詫び申し上げます。

 正会員

■2月

白井 健大

河野 憲一

浅野 勝

岩井 美香

榎本 英子

 賛助会員

■2月

山口 みや子

広瀬 君枝

髙島 純子

古井 滋

米澤 光雄

柳 恵子

飯田 洋暢

金田 英章

清水 くにゑ

久保田 弘子

今井 秀樹

白井 喜美子

藤本 智恵子

岩本 久美子

小池 かほる

山根 房子

岡本 宜高

横山 春樹

佐藤 洋俊

安井 照代

上田 綾子

柴田 和子

大塚 てる子

宮本 繁子

加藤 智榮子

濱田 治世

坂元 喜代

富永 薫

上田 三郎

上田 米子

正道 善彦

小林 正平

小川 正代

 ご寄付

■2月

塚田 勝悦

仲田 真利子

田口 昌子

鳥越 恵

平岡 秀元

藤本 東美子

鍵谷 恵美子

平岡 キク代

 団体・企業賛助会員

■2月

三宮センター街3丁目 商店街振興組合

横浜雙葉学園アンナ会

ジャワ島中部地震
へのご寄付



（8）灯り通信14号

特定非営利活動法人

阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」      

〒651-1141神戸市北区泉台1-9-2

TEL&FAX 078-595-2800

E-mail handsakari@msn.com

URL http://www1.plala.or.jp/monument/

＊コースは都合により変更することがございます。ご了承ください。

＊昼食・飲み物は、ご持参下さい。

第34回 －西宮市を訪ねて－のお知らせ

震災モニュメント交流ウォーク

平成18年7月16日(日）
集合:ＪＲ西ノ宮駅 北側改札口

受付開始:午前9時15分　出発:10時00分　

参加無料！　お申込み不要！　雨天でも決行します!!

●「阪神淡路大震災」（神明緑地）

●「日時計」（瓦木中学校）

●「りんごの石モニュメント・

　　　植樹されたりんごの木」（樋之口小学校）

●「あの時あったこと」（高木西公園）

●「復興の鐘」（高木小学校）

★昼食と交流会

 （交流会は午後1時30分から

　　　　　　　　　3時30分の予定）

　-会場-

　高木公園

　西宮市高木東町（高木小学校東側）

コース

　5月27日に起こった「ジャワ島中部地震」で被

災された方々への緊急募金を募っています!!

　お預かりした募金は、シャンティ国際ボラン

ティア会現地スタッフを通じて被災された方々

への直接支援に使っていただきます。

　みなさまのご協力をよろしくお願いします!!

解散　阪急電鉄 西宮北口駅　午後4時（予定）

緊急募金のお願い!!

◆編集後記◆

　震災時の火災で1人の男性が亡くなられた。ご家族が

そこからその男性が作られていた未完の遺作のオカリナ

を掘り起こした。このお話を基にした芝居「お父さんの

オカリナ」を保育園児が演じた。演じながら感極まって

涙を流す園児もいた。この「迫真の演技」は、日頃から

先生が身近な被災体験を話し聞かせていたから。「あの日」

は、震災を知らない次の世代へ確実に語り継がれていく。

　お振込みは郵便振替口座にお願い致します。

●加入者名　希望の灯り

●口座番号　０１１２０－７－７０１１７

※通信欄に「ジャワ島支援」と、ご明記下さい。

★高木公園高木小学校●

←三宮 梅田→

↑
宝
塚

●アクタ西宮

阪急西宮北口駅

●●●

阪急電鉄車庫

（住所・FAX・E-mailを変更しました。ご注意下さい。）

「モニュメント名」（所在地）
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