第２９号
神戸市西区井吹台東町４丁目２１の２
井吹東ふれあいのまちづくり協議会

平成 25 年 7 月 15 日

Tel・Fax ０７８－９９６－３５６９

井吹台北町２丁目の新設小学校について
「井吹台北町２丁目の新設小学校について」
井吹東小学校長

徳山浩一

みなさんこんにちは。紙幅をお借りし、来年４月に開校する新設小学校(名前は公募中)の準備状況や、井
吹東小学校のこれからについてお知らせしたいと思います。
新設小ですが、建築工事は順調に進んでいるようです。本校では、何百品目にもわたる購入物品のリスト
アップも行っています。ただ、「学校を新設する」ということは、単なる建物の建築や物品の購入で済むも
のではありません。学校は、地域の子どもたちがそこに学び、やがて地域社会の一員として自立し、自己の
責任を果たしていく、そのための基礎を育み、夢をふくらませるところです。地域における、新たな歴史の
誕生ともいえるでしょう。ですから、母体校として全力を挙げて準備に取り組んでいます。
新設小の概要ですが、鉄筋コンクリート造 3 階建、３つの「風の塔」（風の通り道）がシンボルです。太
陽光発電や雨水利用等で環境に配慮し、２８学級程度、９５０人程度の規模、一部に大画面の電子黒板(Ｉ
ＣＴ教育の推進)の導入を予定しています。
ところで、母体校自身も、来年度からは全４学級程度、８００人弱程度の落ち着いた環境となります。適
正規模となる新たなステージにおいて、これまで以上に充実した教育を行っていきたいと考えています。２
０年間の積み上げに加え、大型電子黒板等の新しい対応も、もちろん取り入れていきます。
さて、もっとも大切なのは、子どもたちの「心」です。住所によって学校が分かれるのです。「友達と離
れてさみしい」気持ちを少しでも和らげ、「それぞれの学校で、ともにがんばろうな！」となるような、い
い意味での別れの体験にさせてやらねばなりません。そのために何ができるか、教職員も知恵を絞っていま
す。地域の皆様も子どもたちの心を斟酌いただき、彼らに無用な不安が高まることなどがないようにご配慮
をいただければありがたいです。

「神戸市立さざんか療護園利用者自治会青い鳥」
神戸市立さざんか療護園
青い鳥自治会会長 木場義行
皆様はじめまして。「神戸市立さざんか療護園利用者自治会青い鳥」です。
このたび、井吹台自治会連合会に利用者５０名（現在は 48 名です）が、新しく井吹台地域のお仲間に加えて
いただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
さざんか療護園は、重度の身体障害者が生活している障害者支援施設です。平成２４年５月８日に玉津町水谷
から、井吹台北町五丁目に新築移転してまいりました。
以前のさざんか療護園は、旧玉津病院や特別養護老人ホームが隣接してはいたものの、山間の中の人里離れた
場所にありました。自然にはとても恵まれてはいましたが、地域の方々との交流はほとんどありませんでした。
しかし、ここ井吹台地区は自治会活動が活発で、地域とのつながりが強く、とても嬉しく思っています。
井吹台北町に移転してはや 1 年 2 ヶ月が過ぎましたが、その間、秋の文化祭に作品を出展させていただいたり、
井吹台地域福祉センターでの「ふれあい喫茶」に毎月お邪魔させていただいたり、また、毎月 1 回福祉センター
からこちらに来ていただき、
「訪問喫茶」を開いていただいたりしています。私たち利用者はとても喜んでおり、
有り難く思っております。また、井吹東小学校からは、運動会や音楽会にご招待いただき、とても楽しく暖かい
時間を過ごさせていただきました。
私たちが井吹台に来てから、地域の方々に大変お世話になっております。これからは、私たちが出来る範囲で
井吹台の皆さま方に、何か協力出来ればと考えています。長いお付き合いになるかと思いますので、仲良くして
いただければ嬉しく思います。

５月 ２６日 井吹東ふれあいのまちづくり協議会

総会

第 1４回 井吹東ふれあいのまちづくり協議会の総会が無事終わり、下記の新役員で協議会を運営を行ってまいり
ますので、よろしくお願い致します。

＜平成２５年度 井吹東ふれあいのまちづくり協議会
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光彦
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井吹台シニアクラブ
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井吹東小学校長

４月 ４日 ふれ協旅行「三ツ山大祭・姫路城の桜」

５月１８日 ジュニアチーム入隊式

恒例となっている、地域ふれあい旅行。天候に恵ま
れ桜の花も満開で順調にスタートをしました。２０年に
一度の三ツ山大祭、神社に参拝し二色山・五色山・小
袖山と高さ１８ｍ直径１０ｍとカラフルな色で綺麗でし
た。姫路城の桜も満開でみんな大喜びでした。ヤマサ
蒲鉾により、たくさんのお土産を買いました。

２５年度のジュニアは、いぶきジュニア（小学生）２９
名、井吹台ジュニア（中学生） １５名が入隊してきま
した。地域の一員として、ジュニアで体験する事を活
かし、自分達のまちをよくしようという気持ちをもって
ほしいです。西神南駅前で、清掃活動・啓発活動・花
壇の清掃などを行いました。

４月 ６日 新１年生交通安全教室
『子ども達がしっかりと自分の身を守るための体験活動です』
今年は、残念ながら天候が悪く注意報発令し、交通安全教室は中止となり
ましたが、雨の中を自転車に乗り参加しに来てくれた親子が 20 組いました。
警察の方よりミニ交通安全教室を行いました。クイズや自転車の乗り方など
を教わりました。子ども達は、しっかりと警察の方の話を聞き、大きな声で
返事をしました。

５月２５日 グランドゴルフ大会
天候にも恵まれ、今年は、東小学校の先生・井吹東スポーツクラブ・
シニアクラブの方々もたくさん参加していただきました。徳山校長先生
に始球式をしていただき、各グループスタートしました。子ども達・先生
方も前半よりも後半の方がコツもつかみ、ボールを打つたびに歓声が
上り、シニアの方々といろいろお話をしながら交流をふかめました。そ
して、５人の方がホールインワン賞をとりました。
おめでとうございます♪
皆さんとても楽しい一日でした。

★井吹台版「地域のこと 見る・聞く・知る」講座★
５月１７日 第１回
「もっと好きになってみませんか？井吹台のこと」

５月２３日 第２回
「ちょっと知ってみませんか？井吹台の地域活動のこと」

ニュータウンの歴史や井吹台のいろいろなこ
とについて、お話を聞きました。平成９年に発掘
調査、城が谷遺跡。源氏物語ゆかりの地、岡の屋
形跡。西神の名称は、どこからきたか？
ニュータウンには、長い歴史があり、播磨の
国・地名には歴史が刻まれている、面白い所もい
っぱいある。知らなかった歴史がたくさんあり、
もっともっと知りたくなりました。とてもいい勉
強になりました。

講師の先生は東灘区魚崎町防災福祉コミュニテ
ィで活動されている方です。３０年以内に必ず起こ
ると想定されている東南海・南海地震に対する備え
に地域で取り組みをされていること、地震・津波に
対する防災マップを作り、各家庭に配布されている
こと、幼稚園とか学校の児童の避難に対する取り組
みなどをお聞きして、私達の住んでいる所の避難場
所をしっかり覚えてお
くこと、日頃の備え、
又、緊急時連絡先など
を確認しておくことが
大切なことだと思いま
した。

５月３０日 第３回
「見つけてみませんか？“わたしの活動”」

６月 ５日 番外編
「ちょっと行ってみて、ちょっと活動してみませんか？」

神戸市の吾妻ふれあいのまちづくり協議会の
委員長 祐村明氏の講演で実地に基づく地域活動
についてお話をして頂きました。とても分かりや
すく、あっという間に時間が過ぎました。自分に
出来る地域活動を一つでも探せたらいいと考え
ました。

今回は番外編で、地域福祉センターでボランティ
アをしました。この日は、ふれあい喫茶、ボランテ
ィアに参加しようという方がお手伝いをして下さ
いました。男の方がとても頑張っていました。井吹
台でのボランティアさんが、たくさん増えたらいい
なぁと思います。

北町はふれ協のお手伝
いを、東町では、夜の
パトロールをして下さ
る事になりました。
ごくろうさまです

６月２１日 第１回福祉講座
「ちょっと気になる もの忘れとその対応」

７月 ４日 第２回福祉講座
「認知症サポーター養成講座」

神戸看護大学 老年看護学 沼本教子教授、清水
昌美助教をお招きして認知症に対する理解を深
め、地域での見守りを実現していく知恵を教えて
頂いた。高齢化の進む社会で、ふと気がつけば「も
しかしたら～」と思うことが見受けられるように
なった。正しい知識で見守りをしていくことが大
切だと感じることが出来ました。

日本人の平均寿命・認知症の定義・もの忘れとの
違いなどを勉強しました。認知症の原因・症状等
を教わり、それに対しての行動・心理症状の支援
についての話を聞き、認知症とは本人も家族も大
変たが、理解し受け入れなければいけないのだと
思った。もし、自分の身におこったら、パニック
になるだろうと思いました。

少し老いても「この町
で暮らしたい」との思
い を叶 え ら れ る 事 が
出来たらいいですね

認知症の高齢者が 300 万人を超えた
ことが 2012 年 8 月 24 日分かった。
149 万人だった 2002 年から 10 年間
で倍増し 65 歳以上人口に占める割
合は約 10％になり、従来の予測を上
回って急増している。

☆集めていますお願い
井吹東地域福祉センターでは、施設に入所されている方の清潔保持(清拭)に使用する、ウエス(使
用済の布)を集めています。ご家庭で使用されなくなった古いタオル、衣類等の布がありましたら、
お持ち下さい。施設などに提供しています。
＊洗濯をした物をお持ち下さい。
＊綿 100％のタオルや衣類等が一番有難いです。アクリルや化繊の物でも結構です。
＊ウール、アクリル 100％のセーター等は使用できません。

♪井吹東地域福祉センターにお持ち下さい♪

受付時間
・平日
9：00～12：00
13：00～16：00
・土曜日
9：00～13：00

☆みんなあつまれいぶき広場
日

時：９月２１日（土）
前半スタート

前半・後半の２部制

雨天決行

ＡＭ１０：００～ＡＭ１１：００

先着２００名

＊受付を９時５０分より開始します
後半スタート

ＡＭ１１：３０～ＰＭ１２：３０

先着２００名

＊受付を１１時２０分より開始します
場

所 : 西神南

光の広場

防災レンジャーが

受付期間 : ９月 １日（日）～９月１０日（火）

来るよ～！

申し込み： ８月下旬に、各掲示板・全戸配布いたします。

☆いぶきの森を歩こう
日

時 ： １０月１９日（土）
ＡＭ１０：００～
（小雨決行・雨天の場合は中止）

受

付 ： ＡＭ９：３０より開始

☆文化祭の作品出展について
皆様からの作品展示・喫茶・演芸(子どもを含
む)・小学生の防犯・防災ポスター展示など盛りだ
くさんな催しを企画しています。ぜひ、皆様の作
品の出展をお願い致します。
募集日時：９月の中旬

＊ジュニアチームが赤い羽根共同募金活動を行っ
ています。ご協力をお願い致します。

車椅子の貸し出しをしています
地域福祉センターでは、車いすが必要な方に貸し
出しを行っています。詳しく聞きたい方・問い合わせ
は、地域福祉センターまで。
（０７８）９９６－３５６９

地域福祉センター利用について
・休館日は、日曜日です
・開館時間は、午前９時～１２時・午後１３時～１７時
＊土曜日は、午前９時～午後１３時まで

（掲示にてお知らせ致します）
ＡＭ９：００～１２：００

７月以降の行事予定
・ ７月２７日（土）
・ ９月２１日（土）
・１０月１２日（土）
・１０月１９日（土）
・１１月 ３日（祝）
・１２月 ２日（日）

涼風祭
未就学児運動会
区政懇談会
いぶきの森を歩こう
文化祭
地域総合防災訓練

ホームページあります

http://ibukidai.m3rd.jp

