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新年、明けましておめでとうございます。
井吹台にお住まいの皆さまにおかれましては、良き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、私たちのまち井吹台の２０年史を発行することができ、たいへん多くの皆さまから嬉しい反響を
いただきました。あらためてこの２０年を振り返ってみますと、本当にたくさんのことを町の皆さまが力を
合わせて築き上げて来たのだなあと感じるとともに、編集にあたって写真や資料のご提供いただいた方々に
は、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。
また、かねてから取り組んでまいりました「災害時支援者登録」におきましては実に１，５００名もの方
からご回答を寄せていただき、昨年１２月には５丁目（３５４世帯）において初めての災害時支援者訓練を
行うことができました。訓練当日は、早朝にもかかわらず３５名のボランティアさんのご参加を得てひとり
暮らし高齢者等のお宅の安否確認をしていただきました。登録者への事前通知文の配布や協力者宅へのお願
いなど、５丁目の単位自治会様には何かとご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
今年は阪神・淡路大震災から２０年を迎えようとしています。これから井吹台をふる里として育つ子供た
ちの未来と、あの苦しかった時に支援をくださった方々への感謝の気持ち込めて、今年は井吹台自治連合会
を挙げて東町、北町の全域で支援者訓練に取り組みたいと願っております。増えゆく高齢者の見守りのひと
つの方法としても有効であると思われますので、どうぞ皆さまのご協力を重ねてお願い申し上げます。
また、防犯カメラの増設においても皆さまから多大なご協力をいただき、子どもたちの通学路をはじめ、
より安全なまちづくりに一歩近づくことができました。本当にありがとうございました。
さらに年末には、各学校の生徒さんのご支援によって初めての「赤い羽根コンサート」を開催したところ、
保護者の皆さまをはじめ１８８，０００円もの善意の募金をいただき、兵庫県共同募金会西区分会に寄付す
ることができました。子どもたちの努力が、地域の福祉向上のために活かされることでしょう
今年は年頭より、このように多くの「ありがとう」の言葉から始めさせていただくことができました。今
年もぜひ、井吹台に暮らす皆さまとともに、さらにたくさんの「ありがとう」の言葉が言い合える町にして
いきたいと思います。
誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりに、今年も頑張ってまいります。
今後とも、皆さまのあたたかいご協力をいただきますようお願い申し上げます。
委員長

１１月３日

第 13 回

文化祭

（参加者 約 700 人、ポスター・作品 約 180 点）

井吹東ふれあいのまちづくり協議会主催「第 13 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「ダンスクラブ」の可愛い幼児さんのダンスや、児童館の子ど
も達が銭太鼓を披露。詩吟・ヘルマンハープ・カラオケ・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。
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等の作品な
ど約 180 点展示、会議室では井吹東小学校児童の防犯・防災ポスター、井吹
台中学校美術部の生徒さんの作品も展示され、手作り喫茶・新鮮野菜販売等、
大勢の人でにぎわいました。

坂本

津留代

７月１９日

ワケトンキット勉強会

（参加者

３０人）

「燃えるごみ 減らそう生活」トライやるキットを使って、子ども達と一緒に勉
強をしました。一回目は、家から出されたごみを、どうすれば減らせるか、ごみを
減らすことによってどうなるのか・・・。疑問に思う事を取り組み、勉強しました。
２回目は、家で行った「燃えるごみ 減らそう生活」を取り組んだ事を発表しまし
た。

９月１８日

福祉講座「認知症にならない老後のために」

（参加者

約６０人）

静岡にて、認知症の高齢化施設をされている増田未知子先生をお招きしお話を
聞きました。ご自身の体験をもとに、日常の取り組みの中で認知症の進行をいか
に遅らせるかをお話しして下さりました。認知症になっても地域で長く生活がで
き、生き生きと暮らせる街づくりの為に私達が出来ることを一つ一つ増やしてい
かなくてはいけないと実感しました。

９月２８日

第６回

みんな あつまれ いぶき広場 （参加者 親子約３００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」を井吹東小
学校で行われ、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り計画しました。運動会は、着ぐるみ姿の大学生と一緒に親子体操で
始まり、防災レンジャーが防災についての話をし、広場に設けられた、まとあて・玉入れ・くじびき
などのコーナーでは親子で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
トユニット井吹台地区民児協、井吹台児童館、環境局等の皆さんのご協力のもと実施されました。

１０月１２日

区政懇談会

西区の中川区長や区役所、市役所幹部と井吹台
東町、北町の自治会長、管理組合長らが井吹台地
区の問題について話し合う「住民自治組織指導者
区政懇談会」が 10 月 12 日、井吹東地域福祉セン
ターで開かれました。坂本自治会連合会長のあい
さつのあと、あらかじめ各自治会・管理組合から
出されていた意見や要望書について役所側から
回答と説明がありました。

１０月１８日
「あなたの住まいは地震がきても大丈夫ですか？」
住まいの安全について、お話しして頂きました。
神戸市民も４割しか阪神・淡路大震災を知らなく
なってきているとの事。神戸には、もう地震は来
ないのではなく、その時、身を守る為、減災する
為の個々の備えが大切だと感じました。

１０月２４日

エコマニュアル地域学習会（参加者 １４人）

神戸環境未来館

佐藤泰仙さんを講師に招いて、ご自身で取り組んでいること

をわかりやすく説明してして頂きました。質問では、ＬＥＤへの取り替えについ
て、コストを考えて、蛍光灯をすべて変えてみるとかなりコストダウンになる事
を詳しく・わかりやすく教えて頂きました。自分達で出来る事を取り組みたいと
思います。

10 月 15 日 いぶきの森を歩こう（参加者 約 500 人・スタッフ 約 100 人）
小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 500 人が心地よい
汗を流しながらスタンプラリーコースを完歩しました。出発前セリオ光の広場で、
つぐ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、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。

12 月 4 日

第 15 回

地域総合防災訓練・災害避難訓練 （参加者 約１３０人）

今年は、平成２４年より大規模災害に備えた「井吹台東町・北町災害避難者登録」事業を
進めておりますが、このたび東町５丁目の３つの自治会様のご協力をいただき、第１５回地域
総合防災訓練の実施に合わせて大規模災害時要支援者の安全確認訓練を実施しました。
災害避難者・同支援ボランティアに登録されている世帯・個人の皆さまに、可能な範囲で訓
練へのご参加・ご協力をお願いしました。
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。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。

12 月１４日

第 13 回

井吹台赤い羽根コンサート

（参加者

約

３６０人）

セリオホールにて井吹台赤い羽根コンサートを開催いたしました。井吹台児童館の銭太鼓クラブ・和
太鼓クラブ、つぐみ保育園さん。高尾美智子さん、井吹東小学校、井吹台中学校吹奏楽部に方々が参加
して頂きました。井吹台の地域の方・各団体の皆さまのご協力で、赤い羽根共同募金 188,000 円を中川
区長にお渡ししました。ご協力、ありがとうございました。

民生委員児童委員について

住所地の担当者

民生委員・児童委員と主任児童委員は、民生委員法と児
童福祉法の規定によって更生労働大臣から委嘱（任期は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。主な活動
は、ひとりぐらし高齢者や障害者への支援、子育て支援や
虐待への対応など多岐にわたり、現在、井吹台東町と北町
には合わせて１６名の委員が活動しています。
また民生委員・児童委員と主任児童委員は、住民の皆さ
んが日々の暮らしの中で困ったり悩んだりしたことを相談
（法律で守秘義務が課せられています）できる相手であり、
地域住民の一員として皆さんと一緒のまちで生活しながら
皆さんの立場に立って心配ごとやお困りごとの解決を支援
しています

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
髙取紀代枝
村林ひとみ
松下 喜亮
吉田 徳一
入澤 静夫
福島ひとみ
阿部 洋之

（グランコリーナ）
（エリオ・ヴィオス）
（ベルエール・東町 1 丁目 6～26）
（サザンヒルズ）
（サザンコート・モンセーヌ）
（東町 3 丁目）
（東町 4 丁目）
（東町 5 丁目 1～31）
（東町 5 丁目 58～78）
（東町 6 丁目）
（プレシア・シーズ）
（フィレール・ハピアス）
（北町 1 丁目・2 丁目・3 丁目）
（北町 4 丁目）
主任児童委員
主任児童委員

西神南駅駐輪場の空フロアの抽選募集
＊3 月から新たに定期利用を希望される方
（現在の中学３年生で４月から駅まで自転車を利用する新高校生）
＊すでに定期利用をされている方で、利用フロアの変更を希望される方の申込を受け付けます。
抽選申込

平成 26 年 1 月 10 日(金)～1 月 20 日(月)
駐輪場(東・西)１Ｆ「申込用投函ボックス」へ

抽選発表

平成 26 年 2 月 14 日(金)
当選した申込番号を、管理事務所(東・西) 窓口に掲示

＊4 月からの新高校生で、駐輪場の定期券を購入予定の場合は、必ず抽選申込をして下さい。
＊お問合せ先：西神南駅駐輪場管理事務所 078-992-6006 AM9:00～20:00

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３日～２月９日、申し込み
◎3 月３日～３月９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。
（北町１丁目～３丁目は、北町集会所での事業に参加となります）

【新 春エコ バ ザ ー 開 催】
～ふれあい喫茶と同時開催～
開催日時：1 月７日(水)10 時～11 時 30 分
井吹東地域福祉センター（井吹台児童館裏）

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
ホームページあります

http://ibukidai.m3rd.jp

