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旧年中は、井吹東ふれあいのまちづくり協議会に対して、様々なご力添えをいただき、たくさんの有
意義な事業を実地することができました。これも皆さま方のご支援、ご協力のおかげと、役員一同心よ
りお礼申し上げます。
さて、井吹台が誕生して今年で１８年目を迎え、街のあちこちでは住宅の外壁塗り替えなども進み、
最近、街の雰囲気が明るくなったように感じます。また、街路樹も大きく成長して、春には桜のトンネ
ルを歩いているように感じる場所もあります。
当初に入居した頃の小学生や中学生たちが、最近、
「就職が決まりました」
「結婚しました」
「子どもが
生まれました」などとよく声をかけてくれ、嬉しい限りです。そして同時に、自分たちも年齢を重ねて
いるなぁ…と感じます。
街も人も時を重ね、その姿を変えてゆきますが、中には少し、おや？というような変化も見受けられ
ます。例えば駅前の自転車。子どもたちが進学、就職へと進み、街の外へ出てゆく機会が増えるととも
に年々増加し、それに伴って自転車盗の件数も地下鉄沿線で常に上位を占めるという残念な状況が続い
ています。
また平成２３年に井吹台北町に神戸市が建設する集会所については、その運営を地域住民の手で進め
ることとなっております。
さらに、井吹東小学校の児童数はピーク時に１，８００名を数える日本一のマンモス校となる見込み
です。
このように、私たちのまち井吹台には、防災・防犯、高齢者や障害者の福祉・子育てなど多くの課題
があることも事実ですが、私ども協議会役員一同、｢何のため、誰のための活動であるか｣ということを
見失うことなく、出来ることから一生懸命に取り組んでゆきたいと思っております。
今後とも、どうぞ皆さまのご支援をよろしくお願い申し上げます。

１１月３日

第１１回

文化祭 （参加者 約８００人、ポスター・作品２００点）

井吹東ふれあいのまちづくり協議会主催の「第１１回文化祭」が文化の日の 11 月
３日(祝)井吹東地域福祉センターで開催されました。活動コーナーでのプログラム
は、井吹台児童館「和太鼓クラブ いぶき」の子ども達による演奏を披露。このあ
と、英語で遊ぼう、子供ダンス、銭太鼓、ハープへルマン、西神ギターアンサンブ
ル、新舞踊など日ごろのクラブ活動で腕を磨いたみなさんが成果を発表されました。
会場いっぱいの皆さんは幼児さんの歌や踊りなどをじっと聴き入り大きな拍手をい
ただきました。一方、福祉コーナーでは地域のみなさんから出品された絵画や工芸
品などの手作り品が展示され、さらに会議室では井吹東小学校児童が描いた防災・
防犯ポスターも展示されました。このほか、手作り喫茶、新鮮野菜の販売もあり、
大勢の人達でにぎわいました。今年も神戸新聞販売所等、たくさんのご協力を頂き
ありがとうございました。

９月１１日

西救急フェア

（参加者

約 1,500 人）

（地域と消防が一緒に行った事業です）

今年も西消防署の救急フェアが光の広場で開催され井吹台自治会連合会の協
力により救急救命・防災の知識を親子で楽しく体験しました。初めての煙道体
験、まとに向かって行った水消火器訓練、消防士さんの指導で放水訓練、FAST
いぶきによる AED 一般講習、震災の経験を踏まえ地震車「ゆれるん」に乗って
震度５～７度の体感しました。幼児さんは、消防服を着て“はい、チーズ“記
念写真を撮り、とっても大喜び。ジュニアチームが、各ブースの受付等のスタ
ッフとして参加しました。今年は、西消防隊と井吹台中学校吹奏楽部との合同
演奏がとても感動しました。井吹東防災福祉コミュニティは、これからも安全
安心なまちづくりを進めていきます。
・

１０月１０日

第３回

みんな あつまれ おもいで広場

(参加者

約 2,500 人)

今年もふれあいのまちづくり協議会主催で約 2500 人の親子が参加し、天候にも恵まれ、つぐみ保育園・神
戸学院大学スポーツマネジメントユニット・近鉄不動産(フィレール）・神戸市交通局・西区役所(子育て支援
室)の皆さんの協力の下、スーパーボールすくい・まとあて・カラフルたまごで大当たり・わなげなどのたく
さんのコーナーがあり、お菓子取り競争ではお父さんやお母さんが大はしゃぎをしている場面もあり、みんな
大笑いでした。最後に突然アンパンマンやキャラクターのぬいぐるみを着た大学生達がおもいで広場で大暴れ
大はしゃぎで、楽しくアンパンマン体操を一緒に行いました。最後にみんなで、玉入れをして楽しい一日でし
た。

１０月１６日

第６回

いぶきの森を歩こう
（参加者 約 1,000 人・スタッフ 100 人）

地域の人々を繋ぐ神社仏閣やお祭りなどがないニュータウンで、何か地域のみなさ
んが集まる行事をつくりたいと、始めたウォーキングですが、年々参加者が増えて定着
してきました。小さいお子さん連れのご家族から年配の方々まで、近年ではアクセスの
良さからか、神戸市外からも参加される方もいらっしゃるほど、多くのみなさんに喜ば
れ、楽しみにされるようになりました。
このようにみなさんに喜んでいただけるのは、たくさんの方々が関わり支えていただ
いているおかげです。チラシの印刷、配布からコースの点検、清掃、順路案内掲示など
運営を担っている連合自治会役員のみなさん。当日みなさんと一緒に歩いてくれる神
戸学院大学の学生さんたち、コースの監視員として見守る西区体育指導委員、共同募
金や駅前清掃で活躍する小・中学生のジュニアチーム。西区役所や西消防署、西警
察にもお世話になっています。そして地域にある企業として、マルアイ、カインズホー
ム、播州信用金庫、アサヒ飲料、ビオフェルミン、近鉄不動産、西神南テニスコートが協
賛し、参加賞などに提供してくれています。
たくさんの方々の協力によって西区でも指折りの参加者が８００人をこえるウォーキン
グとなりました。今後もよりいっそうたくさんの方々に楽しんでいただけるよう、取り組んで
いきたいと思います。

１１月１３日

すいすいキャンペーン（参加者 約２０００人）

市バス開業 80 周年パネル展が西神南において開催されました。
市民の大切な足である市バスを時間通りに安全に走らせるため
に交通局では労使が一体となって、平成 2 年度から「市バス走行
環境改善キャンペーン」を実施し、井吹台中学校ブラスバンド部の
演奏・井吹東、井吹西小学校コーラス、子ども達がはなをそえました。
クイズ大会・お笑いミニステージ等の演芸もあり、地元団体による模
擬店（スパーボールすくい・まとあて等）で、市バスをより身近で大
切に感じる事が出来ました。

平成２２年度 救急救命インストラクター講習
地域や事業所などにおいて、市民救命士講習（心肺
蘇生法等の AED を用いた救急講習）を指導できる資
格取得講習を 11 月 14 日・21 日・28 日の 3 日間、12 名

が講習を受けました。地域で救急イ
ンストラクターの方がたくさん増え
ればいいですね。皆さんも市民救急
救命士講習を積極的に受講されるこ
とをお勧めします

１１月９日

子育て講演会

講師に笹森理絵さんをお招きしました。ご自身も
発達障害と診断され、それぞれの特性をもつ３人の
お子さんの子育て真っ最中です。経験者ならではの
具体的で、実際どう対処していけば
よいのか、周りはどのようにサポー
トしていけばよいのか、わかりやす
くお話を聞くことが出来ました。

１２月１日

バザー

毎年恒例のバザーを、12 月の第 1 週水曜日にふ
れあい喫茶の日に開催しました。来て下さった方
は、皆さん掘り出し物はないかとさがしておられ
ました。いい物は見つかりましたか？
ふれあい喫茶では美味しい手作りケ
ーキで舌づつみをうち笑顔でお話に
はながさいていました。
バザー品、ご協力ありがとうござ
いました

１２月５日

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。
・9 月 9 日 （株）シスメックス社員
・9 月 11 日
西救急フェア
・10 月 12 日 消防署による見直し研修
・10 月 16 日 いぶきの森を歩こう
・11 月 14 日・21 日・28 日
救急救急インストラクター養成
・11 月 19 日 櫨谷中学校生徒
・12 月 1 日
神戸外国語大学職員
・12 月 5 日
井吹東地域総合防災訓練
・12 月 22 日 翔風高校生徒

１１月１８日

子育て親子広場「ますもっち」

あそびうた作家の『ますもっち』と一緒に、手遊
びや体を使った歌を楽しい時間をすごしました。子
ども達の笑顔・歌う声・笑い声が
たくさん聞こえてきました。ここ
ろも身体もリフレッシュできた親
子の一日でした。

１２月１日

薬物乱用防止講演会

井吹台中学校にて、薬物経験者で薬物乱用防止を
訴える「京都ダルク」の阪本高司さんを講師に向か
え、薬物乱用による怖さ命の大切
さを講演していただきました。
来年には「兵庫ダルク」が尼崎に
設立されるそうです。

地域総合防災訓練

地域総合防災訓練が１２月５日、井吹東小学校で実施され、東町、北町の連合会の方々
ら約２７０人が防災訓練を体験しました。訓練は参加者が５班に分かれて▽消火器を使っ
た油火災消火訓練▽毛布とパイプ棒でタンカを作り、負傷者を搬送訓練▽プールサイドで
水バケツリレー、動力ポンプを使った放水訓練▽消火栓放水訓練▽FAST いぶきによる AED
一般講習▽小学校近くにある地域防災倉庫に保管している資機材展示と西消防署消防車の
見学を実施し、また、震災時でも水が出るようにと学校に設けられた「いつでもじゃぐち」
の設置訓練も実施。参加者全員に「ハイテクパーク工業会」の方が用意していただいた「豚
汁」をいただきました。とても体が温まりました。今年から、地元のリーダー研修修了者を
中心とした訓練を実施しました。消防署の隊員の方々は、各場所での説明を見守っていただ
きました。ありがとうございました。

１１月２７日

「小山

ちれ」卓球教室

元世界チャンピオン｢小山ちれ｣卓球教室を井吹
台中学校卓球部・西区の中学校生徒が 150 名参加
し、ちれさんの活動紹介・卓球指導・ミニ講演会を
井吹台中学校で開催しました。
講習会を終えて、井吹台中学校卓球部の倉本紗那
さんは、｢私は直接指導いただいたのはフォア打ち
です。重心を左右にちゃんと
動かすことや前で打球点を打つ
事を教わりました。そのおかげ
で、下手でラリーをろくに続け
られなかった私がラリーを持続
できるようになりました｣と嬉し
そうに話してくれました。

１２月１０日

歌の遊園地コンサート

新井宋平さん・山本かずみさんは、元ＮＨＫの歌
のお兄さんお姉さんとして活躍されていた二人のあ
たたかい歌のコンサートがセリオホールにおいて開
催されました。魔法にかかったように会場が一体と
なって作り上げる独自のコンサートは「一度味わう
とやみつきになる」と何度も来られる方もおられる
そうです。歌ったり踊ったりの
楽しい音楽を親子で楽しんでい
ただきました。
つぐみ保育園さん、ご協力あ
りがとうございます。

北町集会所について
井吹台北町集会所は、現在北町２丁目の公益的施設用地の一角で、４月の開所に向けて建設工事が進め
られております。集会所は、学童保育の為の専用室や、地域の会議や集まり更に文化教室にも利用して
頂ける多目的室や、ちょっとした会合に利用できる図書コーナーも設けております。北町のまちづくり
の中核施設として周辺の住宅地にマッチした瀟洒な建物です。また３月末には地域の皆様へのお披露目
の内覧会も予定しておりますので、ご期待下さい。

民生委員児童委員について

住所地の担当者

・井吹台東町１丁目
(１番地、グランコリーナ西神南)
児童福祉法の規定によって更生労働大臣から委嘱（任期 ・井吹台東町１丁目
(エリオ西神南、ヴィオス西神)
は３年）され、行政機関や社会福祉協議会などと連携し
ながら地域の福祉活動にたずさわるボランティアです。 ・井吹台東町１丁目
(ベルエール西神南、６～２６番地)
主な活動は、ひとりぐらし高齢者や障害者への支援、子 ・井吹台東町２丁目
育て支援や虐待への対応など多岐にわたり、現在、井吹 ・井吹台東町３丁目
(サザンコート井吹台、モンセーヌ西神南)
台東町と北町には合わせて１４名の委員が活動してい
・井吹台東町３丁目(３番地～)
ます。
・井吹台東町４丁目
また民生委員・児童委員と主任児童委員は、住民の皆
・井吹台東町５丁目(１～１８番)
さんが日々の暮らしの中で困ったり悩んだりしたこと ・井吹台東町５丁目(５８～７８番)
を相談（法律で守秘義務が課せられています）できる相 ・井吹台東町６丁目
手であり、地域住民の一員として皆さんと一緒のまちで ・井吹台北町１丁目
・井吹台北町２丁目
生活しながら皆さんの立場に立って心配ごとやお困り
・主任児童委員
ごとの解決を支援しています
・主任児童委員

民生委員・児童委員と主任児童委員は、民生委員法と

平田

和美

広瀬

健次

坂本 津留代
西村 光彦
村田 徹
福井 徹
藤井 照子
木村 文廣
鈴木 美代子
高取 紀代枝
村林 ひとみ
吉田 徳一
福島 ひとみ
堀 美也子

～ 井 吹 台 の 防 犯 活 動
地域福祉センターで年間を通じて実施する
「ふれ協クラブ」の募集が２月末から始ま
ります。２月の神戸広報紙と一緒に全戸配
布します。

◎2 月 21 日～２月 27 日、申し込み
◎3 月 16 日～３月 20 日、抽選発表
＊応募多数の場合は抽選となります

◎参加費は、年間 1000 円です
＊詳しくは、募集要項をご参照ください！
●募集は、井吹台北町・東町住民に限る

～

☆夜間パトロール
井吹台自治会連合会が中心になって毎月第２
火曜日と第４水曜日の午後９時から約１時間、自
治会役員らが参加し、防犯パトロールジャンパーを
着てそれぞれ複数のコースを巡回しています。
☆青色防犯パトロール
神戸西防犯協会が保有する防犯パトロール
用軽乗用車を使って井吹台地区を巡回、パトロ
ールは毎週１回以上、児童・生徒の下校時を中
心に東町、北町の住宅地などで「不審者に注意
を」「夜間は門灯の点灯を」などとマイクで呼び
かけています。

