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新年、明けましておめでとうございます。
平素は、井吹東ふれあいのまちづくり協議会の活動に、何かとご協力をいただき、誠にありがとうご
ざいます。
昨年は東日本大震災に伴う津波と原発事故、また各地で大型台風による水害など、つらく、悲しい出
来事が多い一年でした。今年こそは、おだやかで良い年となりますよう、心より願っております。
さて、私は昨年１１月に東北に被災者支援のボランティア活動に行ってまいりました。
出来たばかりの仮設住宅を訪れると、玄関先に雪よけの屋根を取り付ける大工ボランティアさん、街
灯のない夕闇の中で高齢者に声をかけて廻る民生委員さん、地理不案内の私たちに親切に声をかけてく
ださる自治会の役員さんなど、多くの方々が温かい支援活動を行っておられました。
また、恐ろしい津波の体験を物語ってくれた方、
「この海が大好きだ。この海で漁師として生きてきた。
でも、この海が大切な家族を奪っていった。」と語り、海を見つめていた老人にも出会いました。
こうした多くの人々との出会いの中で、口々におっしゃられたのが、
「神戸から来てくれたのか、あり
がとう。私たちも神戸のように復興したい。」という言葉です。
間もなく阪神・淡路大震災から１７年を迎えます。私たちは今、東北の皆さんが思っておられるよう
な町づくりが出来ているのでしょうか。これから起こると予測される災害への備えは充分なのでしょう
か。
今回、東北の被災地から学び、出会った方々から教えられたことを今一度、この胸に刻み、私たちの
まち井吹台の安全で安心して暮らせるまちづくりについて、皆さまとともに考え行動して行きましょう。

１１月３日

第１2 回

文化祭

（参加者 約 700 人、ポスター・作品 約 200 点）

井吹東ふれあいのまちづくり協議会主催「第１２回文化祭」が、文化の日
11 月 3 日(祝)井吹東地域福祉センターで開かれました。演芸プログラムは、
ふれ協クラブ「英語で遊ぼう」の親子による歌や、児童館の子どもたちが和
太鼓・銭太鼓を披露。詩吟、ヘルマンハープ、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しました。また、西区内を中心に活動
している西神ギターアンサンブルのメンバーによる演奏もあり、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・平成 24 年春、開所さ
れる「さざんか療護園」の方の作品など約２００点展示、会議室では井吹東
小児童の防犯・防災ポスターも展示され、手作り喫茶・新鮮野菜販売等、大
勢の人でにぎわいました。

７月下旬～８月中旬

8 月 27 日

ラジオ体操

子供たちに規則正しい夏休みを過ごしてもら
おうという「夏休みラジオ体操」が夏休み期間
中行われ「井吹東小」と「思い出広場」の２ヵ
所で実施、東町約 450 人・北町約 900 人の児童
らが参加。朝早くから、東町・北町自治会役員
が交通誘導や会場整理に協力していただき、無
事終了。
子供たちに自治会連合会からのジュースと
景品が、参加賞として渡されました。

9 月６日 歌の遊園地コンサート

（参加者

井吹台児童館なつまつり

井吹台児童館「なつまつり」が、児童館と井吹
東地域福祉センターの 2 か所で行われ、夏休みの
一日、楽しみました。児童館ではヨーヨーつり、
まと当て、スマートボールなどのコーナーが設け
られ、子どもたちも元気に挑戦。福祉センターで
は当て物、射的のほか絵本の読み聞かせコーナー
などが人気ありました。ゴールは、ジュースを貰
い子ども達は大喜び。多くのボランティアさんが
ご協力して下さいました。
約 250 人）

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
ていた二人の楽し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、ご支援ありがとうございます。

10 月 15 日 いぶきの森を歩こう（参加者 約 600 人・スタッフ 約 120 人）
10 月 15 日、当日朝までの雨に開催があやぶまれましたが、無事開催。家族連れな
ど約 600 人が心地よい汗を流しながらスタンプラリーで７km のコースを完歩しまし
た。出発前セリオ光の広場で、つぐみ保育園児による和太鼓演奏、10 時半ウォーキ
ングスタート。小さいお子さん連れのご家族から年配の方々まで、交通アクセスの
良さからか、神戸市外からも参加される方もおられます。参加者は、第１ポイント
の井吹台東公園。その後、いぶきの森に入りアップダウンの山道、そして第２ポイ
ント。第３ポイントのアサヒ飲料前では、水分補給。４つのポイントを完歩したみ
なさんは、お楽しみ抽選会で豪華景品が当たり、大喜び。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生さん、コースの監視員の西区体育指導委員、共同
募金や駅前清掃で活躍する小・中学生ジュニアチーム。西区役所や西消防署、西警
察にもご協力頂いています。そしてマルアイ、カインズホーム、播州信用金庫、ア
サヒ飲料、ビオフェルミン製薬等協賛し、参加賞などの提供を頂きました。みなさ
まのご協力によって西区でも指折りのウォーキングイベントとなりました。今後も、
皆さんが楽しんで頂けるウォーキングにしていきます。

10 月 25 日 井吹のまち探検＆安全パトロール（参加者 52 人）
神戸西警察より「こども１１０番」についての話を伺い、２チームに分かれてこど
も１１０番ステッカーの貼ってある家を訪問しました。子ども達を取り巻く社会も、
日々つきまとい・声かけ・交通事故等危険な事件が多発しています。子ども自身が見
る目や判断する事が出来るようと実施し、子ども達は公園内のトイレにひとりで行か
ないことや地域の皆さんが見守ってくれている事を確認しました。是非、ご家庭内で
も子どもの安全についての話し合って下さい。

11 月 5 日

第４回

みんな あつまれ いぶき広場 （参加者 親子約２００組）

幼児とお母さんらが一緒になってゲームなどを楽しむ「みんなあつまれ、いぶ
き広場」がセリオ光の広場で行われ、親子約２００組でにぎわいました。北町で
は幼児が多いことから、みんな あつまれ いぶき広場実行委員会が中心になって
計画しました。運動会は、アンパンマンなどの着ぐるみ姿の大学生と一緒ににぎ
やかな親子体操で始まり広場に設けられた、まとあて・絵あわせ・玉入れ・くじ
びきなどのコーナーではみんな大はしゃぎしていました。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）、井吹台地区民児

協、井吹台児童館、環境局・西警察等の皆さんのご協力のもと実施されました。

12 月 4 日 第 13 回

地域総合防災訓練

（参加者

約 212 人）

地域総合防災訓練が井吹東小学校で実施され、訓練は参加者が５班に分かれて、リーダー研修修了者が
リーダーとして指導をし、▽消火器を使った油火災消火▽毛布とパイプ棒でタンカを作り、負傷者搬送▽
AED 体験▽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▽地域防災倉庫に保管している機材
紹介と西消防署消防車の見学を実施しました。各訓練とも参加者はとても真剣で
した。学校に設けられた「いつでもじゃぐち」の組み立て訓練も行いました。
訓練のあと、参加者全員に「ハイテクパーク工業会」で、用意していただいた
「豚汁」が振る舞われ、心も身体も温まりました。

北町集会所について

マイバック運動実施

４月末にオープンして以来、自治会を始めとし
て、地域サークル活動や文化教室・子育て支援
等の事業、更には近隣センター進出企業にも利
用して頂いており、まずまずの滑り出しです。今
後とも北町の地域活動の拠点として運営してま
いります。
引き続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上
げます。

人が、生活の中でも環境問題に取り組むことが出
来るのが「買い物」という日常の行動です。マイバ
ックを持参し、レジ袋削減を進めることが地球温暖
防止にも役立ちます。わが町の買い物施設マルア
イ・コープも神戸市とレジ袋削減に関する協定の締
結されました。
24 年度井吹台自治会連合会でも環境問題に
取り組みます。ご協力お願い致します。

地域からのお願い！！
グランコリーナー・エリオ・ヴィオス・大戸口公園横の歩道を井吹東小学校
の生徒が７時４０分～７時５０分間に５００名以上が登校します。駅に向かっ
て急いでいる通勤・通学の方が自転車が坂を下ってくるのと、登校する児童と
の接触事故がおこり危険な報告を受けております。
通勤・通学の皆様へ、この区間のスピードを落として安全確保をお願い致
します。

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」の募集が始まります。一年間の
登録となっています。２月の神戸広報紙と一緒に全戸配布します。

◎2 月６日～２月１５日、申し込み
◎3 月７日～３月１１日、抽選発表
◎参加費は、年間 1000 円です

＊午前中のみ申し込み受付です
＊応募多数の場合は抽選となります

＊詳しくは、募集要項をご参照ください！
●幼児・小学生クラブのみ、北町４丁目・東町の子ども達が対象となります。ご注意ください。

西神南駅駐輪場有人有料化
ご周知の通り 平成２４年２月１日より西神南駅駐輪場が有人有料化となります。それに伴い、
駐輪場の利用フロアーの申込が受付されています。
平成 24 年 1 月 16 日(月)までに郵送通知

・抽選結果の通知
・定期券

1 月 21 日(土)～2 月 3 日（金）

販売期間
販売時間帯
売

場

(月～金)15 時～20 時

東・南駐輪場定期券は、東管理室
西

・購入時持参するもの

（土・日）9 時～17 時

駐輪場定期券は、西管理室

・抽選結果（利用フロア決定）通知書
・現金（おつりのないように、お願い致します）

割引希望者

・学生証(19 歳未満)
・身体障害者の方は、身体障害者手帳を持参して下さい

４月の新学期から駐輪場を利用される場合でも、利用フロアーの抽選申し込みは可能です。特に、東駐輪
場は応募者が多数と思われますので、利用予定が４月からの場合でも、今回の申込に参加したいという相
談が多数ございました。（当選の場合は２月から定期券の購入となります）
定期券販売期間内（1/21～2/3）にご購入されない場合は、キャンセルとなりますので、お気を付け下さい。
＊「自動 2 輪も駐輪場に申込できるのでしょうか」という問い合わせについて
①排気量 125cc 未満の自動 2 輪については、自転車・原付と同様に申込を受け付けています。
②125cc 以上の自動 2 輪は、原則として収容対象ではありませんが、駐輪場に余裕がある場合

に限って、

受入れることも検討していますので、申込書に排気量を明記の上、直接、管理室に手渡して下さい。
（ポストには入れないで下さい）

【地域相談窓口開設】12 月より実施しています。
介護保険のちょっと聞きたい事・地域でなんだかおかしいと気付いた事、ちょっと困った事等、下記
の場所で相談員が、お待ちしています。月～金曜日 9～12 時。ゆっくりとお話をお聞かせ下さい。
①井吹東地域福祉センター（井吹台児童館裏） ②「まちかど施設」北町 1 丁目フィレール

【井吹東福祉避難訓練】1 月 18 日（水）
地域福祉センターでは災害時福祉避難所となっています。訓練目的は、高齢者・障が
いをもっている方々が安心して暮らせるまちづくりの一環です。実施することによって
避難の仕方・避難所の運営のありかたなどの課題が見えてきます。
第 1 回テーマ「施設との連携」第 2 回テーマ「聴覚障がい者の避難誘導」。
今回第 3 回目は、平成 24 年 1 月 18 日（水）に、「障がい者を持つ家庭の避難訓練」を
テーマとして、毎年、阪神大震災日の前後に実施致しています。

【新 春 バ ザ ー 開 催】1 月 5 日(木)
井吹東地域福祉センターでは、バザーへの品物の提供をお願いしています。金額は、
「東北大震災への
義援金」に、させて頂きます。（２月のふれあい喫茶で、ご報告させていただきます）

バザー開催日時：1 月 5 日(木)10 時～11 時 30 分
1 月は、第 1 木曜日に変更します

～ふれあい喫茶と同時開催～

