第２５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
Tel・Fax ０７８－９９６－３５６９

平成 2３年 7 月 10 日

FAST いぶきの活動
FAST（First Aid Support Team）とは、
事業所等における市民救命士講習を推進するため、民間救急講習団体登
録制度を制定。これにより、消防職員の立会いがなくても、登録された団体に属
する救急インストラクターによる市民救命士講習を実施することが出来ます。
FASTいぶきは、H21年12月に認証されました。
「FAST いぶき」活動実績例
平成 2１年 11 月 29 日（日）救急インストラクター27 名認定（27 名登録）
平成 21 年 12 月 6 日（日）民間救急講習団体 「ＦＡＳＴいぶき」認定
平成 22 年 11 月 28 日（日）救急インストラクター14 名認定（12 名登録）
平成 23 年 7 月 3 日（日）救急インストラクター 9 名認定
登録合計人数 48 名

平成２３年度 救急救命インストラクター講習（３日間２４時間）
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の為、 ６月 ２５日・ ２６日・７月 ３日の 3 日間、９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。ＦＡＳＴいぶきイ
ンストラクターによる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

22 年度 FAST いぶき（救急インストラクター）の活動実績
下記の団体に救急救命士講習の指導にあたりました
・ ５月２９日 同朋にこにこ保育園職員
・ ６月 ８日 セーフキッズセミナー
・ ６月１２日 いぶき、井吹台ジュニアチーム
・ ７月 ３日 神戸芸術工科大学 職員
・ ７月１０日 井吹東プール開放指導員
・ ７月２１日 神戸市立狩場台小学校 １年生
・ ９月 ９日 シスメックス（株）職員
・ ９月１１日 西救急フェア２０１０ 地域住民
・１０月１６日 いぶきの森を歩こう 救護班
調査研究参加者

大 募 集

・１１月１９日
・１２月 １日
・１２月 ５日
・１２月２２日
・ ２月１２日
・ ２月１４日
・ ３月１１日
・ ３月１８日

神戸市立櫨谷中学校 生徒
神戸市外国語大学 職員
井吹台地域総合防災訓練
神戸市立須磨翔風高等学校 生徒
長坂ジュニアチーム 小学生
神戸市みのり公社 職員
西区あんしんすこやかセンター
神戸市立大山寺中学校 生徒

西神南にお住まいの皆さまへ

検査費無料

募集対象：神戸市在住で満４０歳以上７５歳未満の健康な方
*以下の条件をすべて満たす方が対象です。研究対象条件により、後日当選又は落選通知を郵送します。

◇がん、脳卒中、心筋梗塞、狭心症のいずれの病気にもかかったことがない
◇足の血管が詰まる病気にかかったことがない
◇高血圧、糖尿病、高脂血症のいずれの治療も受けていない

問い合わせ先
井吹東地域福祉センター
９９６－３５６９

◇平成２４年度以降に予定している追跡調査（血液検査、問診等）の対象となることに同意いただける
＊これまでに本研究に参加申込をいただいた方、すでに本研究の検査を受けられた方、落選通知を受け取られた方は、再度お申込いただけ
ません。

なおチラシは、各自治会・管理組合にて回覧をしていただきます。申込用紙は、地域福祉センターに置いています。
上記、（財）先端医療振興財団より依頼があり、井吹台自治会連合会が協力させていただきます。

４ 月

１０ 月

２日・５日・６日 春の算数教室
11日 新一年生交通安全教室
12日 麻薬乱用防止活動
17日 介護予防教室
21日 施設間交流 おりがみ教室
23日 井吹台中学合同パトロール
防犯パトロール実施回数3回

５ 月
15日
19日
22日
29日
29日

介護予防教室
施設間交流 おりがみ教室
おとこの料理教室
グランドゴルフ大会
同朋にこにこ保育園市民救急救命講習
防犯パトロール実施回数２回

６ 月
１日・２日・３日 トライヤルウィーク受け入れ
８日 井吹台市民救急救命講習
８日 いぶき幼稚園年長組小児救急教室
９日 ボランティア講座
19日 施設間交流 おりがみ教室
防犯パトロール実施回数３回

７ 月
10日
11日
15日
17日
21日
26日

井吹東市民救急救命
ボランティア講座
施設間交流 おりがみ教室
介護予防教室
狩場台小学校1年生 小児救急教室
おとこの料理教室
防犯パトロール実施回数６回

８ 月
15日 施設間交流 おりがみ教室
21日 こども祭り
27日 ふれ協旅行「石川さゆり」
防犯パトロール実施回数５回

９ 月
９日
11日
20日
28日
29日

シスメックス市民救急救命講習
西救急フェア
施設間交流 おりがみ教室
おとこの料理教室
ボランティア講座
防犯パトロール実施回数３回

ふれ協クラブ、新舞踊・書道・ストレッチ・リズム体操・茶道・
折り紙・ダンス・英語で遊ぼう・親子ハイハイ・カラオケ親子
ストレッチ・詩吟クラブ等は、毎月１回開催しています

２日 未就園親子運動会
16日 いぶきの森を歩こうウォーク
１７日 施設交流おりがみ
防犯パトロール実施回数５回

１１ 月
3日 第11回井吹東文化祭
１７日 施設交流おりがみ
13日 市バスすいすいキャンペーン
18日 幼児広場「ますもっち」
19日 櫨谷中学校市民救急救命講習
14日・21日・28日イ ンストラクター養成講座
防犯パトロール実施回数４回

１２ 月
１日
１日
5日
10日
15日
20日
22日

バザー
神戸市外国語大学市民救急救命講習
井吹台地域総合防災訓練
うたの遊園地コンサート
施設交流おりがみ教室
おとこの料理教室
須磨翔風高校市民救急救命講習
防犯パトロール実施回数7回

１ 月
１日
11日
12日
19日

京都ダルク麻薬乱用防止活動
ボランティア講座
ふくし避難訓練
施設交流折り紙教室
防犯パトロール実施回数３回

２ 月
１１日
14日
14日
１６日
28日

長坂ジュニアチームケガ手当て講習
バレンタインクッキング
みのり公社市民救急救命講習
施設交流折り紙教室
おとこの料理教室
防犯パトロール実施回数５回

３ 月
2日 福祉講座「ＬＰガス講習会」
4日 環境局「ゴミだしルール説明会」
14日・28日 福祉講座「健康づくり体操」
16日 施設交流折り紙教室
１８日 大山寺中学校市民救急救命講習
防犯パトロール実施回数３回
地域団体の皆様には、ご協
力・ご支援をいただきありが
とうございました。

５月２１日 井吹東ふれあいのまちづくり協議会

総会

第 1２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２３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）
防災・防犯部
施設管理部
広報部
会 計
書 記
書 記
幹事（ふくし銀行担当）
幹事（ふくし銀行専門職）
幹事（ふくし銀行専門職）

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
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
井吹台シニアクラブ
自治会連合会
井吹台シニアクラブ
ボランティアママっ子クラブ
民生児童委員
民生児童委員
NPO 法人ニューいぶき
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

氏

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

名

足立 八重子
井上 志磨子
高瀬 昌美
山崎 芳春
西村 光彦
広瀬 健次
石井 潤史郎
高取 紀代枝
佐久間 ともみ
吉田 順子
福井 徹
徳山 浩一

所属団体
井吹台シニアクラブ
井吹台シニアクラブ
ボランティアいぶき
自治会連合会
民生児童委員
民生児童委員
学校開放委員会
民生児童委員
NPO 法人ニューいぶき
ボランティア心待ち
民生児童委員
井吹東小学校長

４月２日 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』


信号機のお約束の話
◎模擬の信号機を使って、横断歩道のわたり方を学びました



自転車の乗り方のお話
◎５つの左を教えてもらう
・左側から自転車に乗る

・左端を一列で走る

・止まった時は左足をつく

・左側から自転車を降りる

・ブレーキは左側から

４月２７日 ふれ協旅行
「お江三姉妹の旅」
恒例となっている井吹ふれあいのまちづくり協議会春の旅行。井吹台を出発し、ひとみワ
イナリーで試飲、口当たりも良くおいしくいただき、北へバスに乗って昼食のご馳走三大ブラ
ンド、牛会席を食べ、皆さんとても喜ばれました。江姉妹の博覧会ではガイドさんに案内して
いただきました。黒壁スクエアで自由散策後、みんなたくさんのお土産を買い、井吹台に帰
帰って来ました。

５月２８日 グランドゴルフ大会

雨天の為、中止。来年のグランドゴルフ大会を楽しみにしていて下さい。

６月２２日 福祉講座 「子ども達の眠りを奪う現代社会」
講師に、兵庫県子どもの睡眠と発達医療センター 三池輝久先生を迎え、「子ども達の眠り」についての講演し
ていただきました。「人はなぜ眠るのか？」「夜更かしと子ども達」「睡眠不足と時計のシフトそして脳の働き」「子ど
も達の睡眠を守る」などの話をお聞きして、今まで知らなかった事や睡眠不足に
よっておこる集中力低下・学業不振・友人関係のトラブル・注意力の低下などの
さまざまな問題がおこります。日頃より、生活リズムを見て子ども達の良い生活リ
ズムを守り、学習意欲の低下や不登校状態を予防する事が出来ます。睡眠は脳
を創り、育て、そして守っています。この講演で、睡眠の大切さや気をつけなけれ
ばいけない事がたくさんあり、家族の協力も必要なんだと思いました。

井吹北学童保育コーナー開館
平成 23 年 4 月 7 日開館、児童数 45 人でスタートしま
した。子どもの成長は、学校のみで学ぶものではありませ
ん。学校以外に子どもたちが豊富な人生経験が活動「遊
び、学ぶ」場所の一つに「コーナー」があります。
学校では「勉学」家庭では「しつけ」コーナーでは「遊び」
の場所であり、児童に健全な遊びを考え、健康を増進
し、情操が豊かになるように努めております。
ご家庭、学校などと連携をとりながら職員一同、児童の
健全育成のために頑張ってまいりますのでご協力いただ
きますようお願いいたします。

東日本大震災
東日本大震災にてたくさんの方が被害にあわれまし
た。震災に伴って、私達で何か出来ないかと思い、募金
活動と物資を集めることにしました。
＜募金活動＞
ふれあいのまちづくり協議会 ５０，５６０円
井吹台自治会連合会
１５３，７７４円
＜物資＞
毛布・バスタオル・タオル・肌着・下着・カイロなど

健康クラブが始まりました
体験講座では、大好評でした日本式気功養生術を
ふれ協クラブとして、５月より開始しました。運動不足や
ストレスや老化等で体にコリがいっぱいです。生命の貯
蓄体操は独自の呼吸法を使った体の動きでコリをとり、
体をのびのびとほぐし、内臓の動きまで活発にする気
功養生術で、自力健康づくりの出来る体操です。

新聞いぶきの東の改題について
いぶきの東からいぶきの友に名前が変更になりまし
た。気持ち新たに広報活動に頑張っていきますのでよ
ろしくお願いします

５月７日

ジュニアチーム入隊式

２３年度のジュニアは、いぶきジュニア ４０名、井
吹台ジュニア ２３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。

９組の家族が物資を取りに来られました。残っている
物資つきましては、７月３１日神戸市外国語大学で行わ
れる、「ふるさと交流会ｉｎ神戸」に寄付させていただきま
す。たくさんのご協力・ご支援、ありがとうございました。

募集のお知らせ

ふれ協クラブについてお願い
２３年度のふれ協クラブ、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、２３年度も頑張っていきま
す。

＜クラブルールとお願い＞
・クラブ活動終了後、清掃を行ってください。

井吹東ふれあいのまちづくり協議会は、皆さん
の積極的な参加をお待ちしています。
あなたの空いている時間を使って、地域でのボ
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みませ
んか？

・開始時間をお守りください

・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

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

地域福祉センター利用について

いろいろな活動があります、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
受付時間：午前 9 時～12 時

・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

自転車の防犯パトロール
開催日時 5 月 20 日他 （4 日間）
開催場所 西神南駅・駐輪場周辺
自転車・バイクなどの盗難率が高い井吹台。各団体が
連携してパトロールを実施しました。早朝駐輪場での
マナー啓発活動また帰宅時の防犯パトロールを西警
察・西建設事務所・みなと総局などのご協力を得て
実施しました。

７月以降の行事予定
・

７月３０日（土） 涼風祭

・

９月１１日（日） 区政懇談会

・１０月１５日（土） いぶきの森を歩こう
・１１月 ５日（土） 未就学児運動会
・１１月 ３日（木） 文化祭
・１２月 ４日（日） 地域総合防災訓練

