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神戸市立井吹台中学校長
前 田 和 泰
今年４月より、井吹台中学校に赴任いたしました。１０００人を超える生徒たちの圧倒されるようなエ
ネルギーに、感動する毎日を送っています。さて、井吹台中学校の校歌は、
「緑の風の 丘に立ち～」と始
まりますが、この歌詞を体感するのにさほど時間はかかりませんでした。駅から学校までの短い徒歩の間
にも、運動場で活発な部活動を眺めているときにも、緑の風が体を押してくれるようです。そして、校歌
一番は「～さわやかに」で締めくくられます。この歌詞を見たとき、井吹台での私のモットーが定まった
ように思いました。
この３ヶ月の間に、保護者や地域の方々と触れ合う場面も増えてまいりましたが、その度に、
「さわやか
さ」を反対にいただいているかのように思います。また、大きなエネルギーを感じずにはいられません。
学校・保護者・地域の関係は、生徒たちの健全育成にとって、もっとも大切なものです。そのエネルギー
を結集しながら、開かれた学校づくりに努力してまいりたいと考えております。今後とも、さわやかな生
徒たちのために暖かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

薬物乱用防止キャンペーン（地域と一緒に行った事業です）
４月１２日 井吹台中学校生徒に対する薬物乱用防止キャンペーン
６月３０日 講師の先生による「薬物乱用について」の講演
７月 ５日 保護者に「薬物乱用防止に向けて」の講習会
井吹台中学校と地域が連携をとり、薬物乱用防止キャンペーンを行い
ました。中学校の生徒に薬物の怖ろしさと体にどのような影響をおよ
ぼすかの勉強を行いました。勉強後の生徒達の反応は、「ただ１回薬物
を使っただけで、体に影響するので怖いです」「心の隙をねらっている
ので、隙をみせないようにする」「いろいろ悩んだり、つらい事や問題
があっても薬物に逃げてはいけない」「もし友達に誘われても“絶対い
や”ときっぱり言う」などの心強い意見が聞く事が出来ました。薬物防止
パネルが、西区の中学校に巡回し、啓発活動を実施しました。

５月２２日

井吹東ふれあいのまちづくり協議会

総会

第 11 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、引き続き下記の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２２年度
役職名

井吹東ふれあいのまちづくり協議会
氏 名
所属団体

委員長
副委員長（児童館支援部）
副委員長（事業部）
副委員長（防災防犯部）
副委員長（施設管理部）
副委員長（広報部）
会 計
書 記
書 記
書 記
幹事（福祉銀行担当）
幹事（福祉銀行専門職）
幹事（福祉銀行専門職）

坂本 津留代
白波瀬 敏夫
大下 えつ子
坂本 津留代
山嵜 宣子
黒石 有香
福島 ひとみ
村田 徹
伊藤 寿英
村林 ひとみ
小林 和代
三浦 麗子
田中 聡子

自治会連合会
ボランティアいぶき
井吹東シニアクラブ
自治会連合会
井吹東シニアクラブ
ママっ子クラブ
民生児童委員協議会
ボランティアいぶき
NPO 法人ニューいぶき
ボランティアいぶき
NPO 法人ニューいぶき
ボランティアいぶき
包括支援センター

役員＞
役職名

幹事（事業・交流）
幹事（事業・交流）
幹事（事業・交流）
幹事（施設管理）
幹事（防災）
幹事（防災）
幹事（防犯）
幹事（防犯）
幹事（防犯）
備品管理責任者
会計監査
会計監査

氏

名

林 佳子
足立 八重子
木村 淑子
高瀬 昌美
西村 光彦
山崎 芳春
石井 潤史郎
原 大助
吉田 徳一
吉田 順子
福井 徹
河田 安弘

所属団体
ボランティアポテト
井吹東シニアクラブ
井吹東シニアクラブ
ボランティアいぶき
ボランティアいぶき
ボランティア
学校開放委員会
井吹東シニアクラブ
自治会連合会
ボランティアいぶき
民生児童委員協議会
井吹東小学校長

２月１３日

ふれあいコンサート

西神南セリオホールにて小学生の「いぶきジュニ
ア」と中学生の「井吹台ジュニア」チームの卒団
式が、行われました。警察関係者、各学校関係者
が多数参加する中、子供たちの体験発表に感動の
拍手が送られました。神戸シンフォニカさんの演
奏は、よく知っている曲がたくさんあり、おもわ
ずみんなで口ずさんでしまい
ました。素晴らしい演奏では
なをそえていただき、ありが
とうござました。

２」２月１５日

ふくし銀行報告会

ここのまちで、安心して暮らしていく為に作られたふ
くし銀行の制度も２年目となりました。ワーカーさん
のの研修、ふくし銀行の利用方法等の講演会も実施し、
みみなさんにお知らせ致しますので、ご参加下さい。
らこれからもご協力をお願い致します。お問い合わせ
はは、月曜日～金曜日曜日の午前中に
の地域福祉センターに相談員がいます
じのでお尋ね下さい。

の

２月１４日

お父さんやお友達に心を込めて、チョコレートケ
ーキを一生懸命に作りました。世界に一つのオリ
ジナルケーキ。難しかったけれど、先生から作り
方の説明を聞き、一つ一つ大きくうなずきながら
丁寧に、みんなで頑張って作りました。手作りの
ケーキ箱に、自分の好きな絵
を書いて、メッセージも考え
ました♪とっても美味しいケ
ーキが出来上がりました～。

３月１０日～１４日
ふれ協クラブ申し込み
22 年度のふれ協クラブの申し込みを行いました。
たくさんの申し込み、ありがとうございました。
一人でも多く参加できるよう取り組み、講師の先
生と協力し、役員一同みなさんが楽しく参加して
いただけるよう、22 年度も頑張っていきます。

・活動ビデオ紹介
・業内容及び活動経過

＜クラブルールとお願い＞

登録状況報告

事業報告、活動状況
担当者より事例発表
・市民救命士講習デモンストレーション

４月１１日

バレンタインクッキング

新１年生交通安全教室

『子供達がしっかりと自分の身を守るための体験活動です』

・クラブ活動終了後、清掃を行ってください。
・開始時間をお守りください
クラブ開始１０分前には来てください

・欠席される場合、ご連絡ください
・ ５月８日

ジュニアチーム入隊式

誓いの言葉は、読みあげる前、みんなドキドキしてい
ましたが、しっかり代表として誓いを言葉を発表しまし

☆ 信号機のお約束の話

た。地域の一員として、ジュニアで体験する事を活か
◎模擬の信号機を使って、横断歩道のわたり方を 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
学びました
いです。清掃活動は、みんなす
ごく頑張っていて、今年から入

☆ 自転車の乗り方のお話

った４年生のジュニアもしっかり

◎５つの左を教えてもらう

声を出して啓発活動をしていま

・左側から自転車に乗る

した。保護者の方からも「ジュニ

・左端を一列で走る

アの活動は、子ども達にとって

・ブレーキは左側から

良い事ですね。ありがとうござい

・止まった時は左足をつく

ます。」と言っていただきました。

・左側から自転車を降りる

スタッフにとっては、とても嬉しい
事です。

５月２９日

グランドゴルフ大会

今年は、天気もよく、当日の欠席者も１名でした。
小学校の先生方は、他の行事と重なり参加出来ず残
念でした。プレーは、順調よく進み、参加者はとても
楽しんでいました。プレー終了後、参加者からは、
「初めてグランドゴルフをしたけど、とても楽しかった
です。来年も参加します」っと言っていただき、うれし
かったです。たくさんの参加者の中からホールインワ
ンを２回もされた妹尾さん・紀本さん、おめでとうござ
います。

FAST いぶき（救急インストラクター）
下記の団体に救急救命士講習の指導にあたっています。
・２月１３日 神戸市立民間児童館職員
・５月２９日 同朋にこにこ保育園職員

６月３日

初心者のためのテニス教室

テニスの初心者のための、講演会を開催しまし
た。いぶきの森テニススクールの坂井コーチによ
る、テニスの基本を学びました。参加された方か
らは、初めてテニスを教えてもらい、初心者クラ
スに参加して見ようと言う声が聞きました。
・６月

３日

講演会

・６月１０日

テニス練習

・６月１７日

テニス練習

・６月２４日

テニス練習

北町フィレールで親子クラブ開催中
NPO 法人ニューいぶきのみなさんがまちかど施設
をかりて、６月より下記のようなクラブ活動を開催
しています。

・６月 ８日 セーフキッズセミナー
・６月１２日 井吹台ジュニアチーム

・親子からだ遊び体操クラブ

・７月 ３日 神戸芸術工科大学職員

・きらきらほしクラブ

・７月１０日 井吹東プール開放指導員

６月８日

セーフキッズセミナー

井吹東地域福祉センターにて、幼児を持つ保護者を対象に９名の救急救
命インストラクター指導の下、市民急救急救命士の資格を３９名が取得
しました。いぶき幼稚園の園児には、クイズを交えながら子ども達にわ
かりやすく身を守ることについて話をしました。児童館で親子教室に参
加していた０～２歳の幼児と保護者７６名に小児救急について話をしま
した。その後、消防救急隊員より現場の状況と事故件数についての説明
があり、医師会より岩本先生に来ていただき医療従事者の立場からわか
りやすくお話をしていただきました。子どもの命を守り育てるため、身
近にいる親が学び考える講習会となりました。

６月１２日

まなぼう！あそぼう！井吹台防災・救急・福祉教育

いざというとき、自分の身を守り、他者に対して私達の出来ることを学びました。市民救急救命士講
習、応急手当の方法を受講し水消火器を使っての消化訓練や震災の経験を踏まえ地震車「ゆれるん」に
乗って、震度５～７の体感しました。防災ゲームに、子ども達からは大きな歓声が聞こえました。

７月９日

井吹台ボランティア講座開催

講師：西区社会福祉協議会課長 森貞拓郎
「ボランティアってなに？」
あなたの“やさしさ”と“体験”を活かしませ

井吹東ふれあいのまちづくり協議会でも、皆さんの積極的な
参加をお待ちしています。
地域でのボランティア、あなたの空いている時間を使って、
ボランティア活動を行ってみませんか？一人で出来るボラ
ンティア、みんなと一緒に行うボランティア、あなたに合っ
たボランティアを探して下さい。

んか？きっとあたらしい自分に出会えるはずで

・給食のお手伝い
・喫茶のお手伝い
・地域パトロール
・ホームページ作成
・他の地域でのボランティア活動も紹介します

す！「何かお役に立てることは？」
「地域に何か
貢献したい」など興味関心がある方を対象に、
講義や体験を通じて、ボランティア活動を身近
なものに感じられるお話です。
みなさんの参加お待ちしています

７月１１日

いろいろなボランティアがあります、お問い合わせ下さい
問い合わせ：井吹東地域福祉センター
078-996-3569

参議院比例代表選出議員選挙について （井吹台東町・北町のお住まいの皆さま）

毎回、投票場所を井吹東小学校友達ランドで行っておりましたが、投票に来られる方が多く手狭となり
ましたので、井吹東小学校の体育館に変更となりました。
＜部屋変更前＞
井吹東小学校ともだちランド

＜部屋変更後＞
井吹東小学校体育館

＊玄関より体育館への誘導表示を行っていますので、ご注意下さい。

西神南駅前駐輪場調査結果と利用者の皆さんへのお願い
わかったこと

（6 月 27 日 連合自治会定例会より資料提供）
お願いすること

２

混んでいる場所と空いている場所でかなり差が
駅前駐輪場では、入口付近等混雑しているエリアを
ある
避けて、空いているエリアに止めて下さい
入口付近の混雑が激しい

３

駐輪場内での夜の放置車両が多い

１

４

収容能力の不足につながるので、駅前駐輪場に長期
通勤・通学利用に対しては、現状の駐輪場収容 放置をしないで下さい
台数で不足はない

５

駐輪場ではない光の広場に駐輪がある

６

センタービル駐車場に通勤・通学車両が止めら センタービル利用者のための駐輪場には、通勤・通
れている
学の方は止めないで下さい

平成 22 年度

光の広場は駐輪場ではないので止めないで下さい

救急インストラクター講習会の募集

講習日：11 月 14 日（日）
・21（日）
・28 日（日）
時 間：午前９時～午後５時
問い合わせ：地域福祉センター 996-3569

費 用：テキスト代 ６０００円
場 所：井吹東地域福祉センター

＊井吹台では、現在２７名の救急インストラクターが活動中

７月以降の行事予定

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
・利用申込みについて
前々月の２５日より申込みが出来ます
＊他の団体と重なった場合は、抽選となります

・ ７月３１日
・ ８月２７日
・ ９月 ５日
・ ９月１１日
・１０月 ２日
・１０月下旬頃
・１０月１６日
・１１月 ３日
・１２月 ５日

涼風祭
ふれあいのまちづくり協議会旅行
区政懇談会
西区救急フェア
おもいで広場運動会
神戸市交通局 すいすいキャンペーン
いぶきの森を歩こう
文化祭
地域総合防災訓練

