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（組織図、今後の活動予定）

　日頃「有瀬ふれあいのまちづくり協議会」にご支援ご協力を賜り、御礼を申し上げます。
　私達は健康な生活を送ることが共通の願いであります。その為には身体の健康と同時に心
も健康であることが求められます。五感が正常に働くことにより心の健康が維持されます。
そしてそれは人とのふれあい交流が効果的に作用するとされています。そのふれあい交流を
促進する為にまちづくり協議会が神戸市の指導のもとに組織されました。
　協議会は色々な催しものを企画しています。スプリングフェスタ、研修旅行、グラウンドゴ
ルフ、防災訓練等々、多くの皆様のご参加をいただき、活発なお姿を拝見しております。色々
な催しものを通じお互いの交流を深めていただくことになり、それは地域の連帯につなが
り、長寿社会の基本となり、災害時にも強い力となります。
　今後とも「有瀬ふれあいのまちづくり協議会」にご支援ご協力をお願い申し上げます。

委員長あいさつ

有瀬ふれあいのまちづくり協議会 委員長　桃尾　行男

ふれあい交流こそが健康長寿の基本です

◆地域福祉センター利用申し込みについて◆

TEL/FAX.078-976-5007
※1 休館日：水曜日、祝日、夏季休館8月13日～15日、年末年始休館12月28日～翌年1月5日
※2 ご利用お申込方法：電話で利用予約状況を確認できますが、予約受付は当センター窓口にて
　　利用申込書の記入と利用料（運営協力金）の納付が必要です。

通常 開館時間
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　神戸市の方針に基づき、西区まちづくり課の指導の下で当センターではさまざまな

感染拡大防止対策を施しながら、5月2 3日より段階的に利用を再開しました。

（http://www.arise-furekyo.com にて確認を。）

　未知の部分はまだ多くある新型コロナウイルス感染症ですが、「飛沫」と「接触」で感染す

ることは判明されています。感染防止対策を講じる際にこれらの感染要因に焦点があてら

れています。当センターではマスク着用、検温、ソーシャルディスタンスの維持、換気、手指の

消毒、共用部分と物品の消毒などの対策を実施するとともに、（万が一に発生するクラス

ター追跡用の）情報収集と個人情報保護管理の両立を慎重に考慮し、利用団体ごとの入館

票入り封筒で対応しています。

　新型コロナウイルス感染拡大の抑制には一人一人の努力が必要です。様々な感染防止対策

の経験はこの先において、きっと力になります。感染拡大防止対策にご協力お願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

有瀬地域福祉センター  管理人

有瀬地域福祉センターでの取組み

手指、物品消毒セット

館内各所に消毒ジェル設置

入館票

「センター利用方法」

TEL（078）975-4321
神戸市西区伊川谷町有瀬838-11大蔵谷店

無料
券

無料
券

人数分アイスクリーム

人数分アイスクリーム

顧　問 島田 重克

委員長 桃尾 行男

監  事 久保 武司

監  事 後藤田 和成

副委員長
（福祉活動部長） 時末 照子

副委員長
（交流活動部長） 森井 　茂

副委員長
（広報活動部長） 多聞 浩一

副委員長
（防災福祉コミュニティ担当） 石井 邦夫

会  計 井上 裕朗

書  記

書  記

副委員長
（施設管理部長）

南部 晴美

（敬称略）

利用事務責任者

防火管理責任者 石井 邦夫

備品管理責任者 井上 裕朗

南部 晴美

長野 由利子
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加藤 和子
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楠　 悦子 津軽 美千代
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加藤 和子

千田 和子

西尾 裕行

平田 年広松本 武士

津軽 美千代
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グラウンドゴルフ大会

研修会（県民教室）

年末大掃除

（土）

（水）
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11月21日 

12月  2日

12月19日

●

●   

広報誌「ありせふれまちだより」

第36号発行

第20回 スプリングフェスタ

（月）

（日）

  2月15日 

  3月14日

今 後 の 活 動 予 定今 後 の 活 動 予 定
2020年 2021年

上記の行事の他に、なごみの会、子育てサロン等があります。地域広報誌ふれまちだより、ホームページなどに
写真が掲載されるため、ご同意いただけない方は事前に有瀬地域福祉センターまでご連絡下さい。
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省エネだから経済的でおサイフにもやさしい！ 
熱中症やヒートショック対策にも◎

高い省エネ性を検証済み！

遮熱効果で、夏は涼しく！断熱＆保温効果で、冬は暖かく！
高い効果を長く持続することが可能で、
年間を通じて電気料金を抑えられて、とても経済的！

2つの同じ建物にガイナと一般塗料をそれぞれ
施工した実験にて、空調の稼働効率がアップ！

断熱性〈遮熱〉〈保温〉断熱性〈遮熱〉〈保温〉

家屋塗装で
大幅な省エネ・節約を

家屋塗装で
大幅な省エネ・節約を

夏は
涼しく
夏は
涼しく

冬は
暖かく
冬は
暖かく

省エネ省エネ

窓にはブラインド・スダレで日除け出来ても壁・屋根は日除けがありません窓にはブラインド・スダレで日除け出来ても壁・屋根は日除けがありません

POINT

1

POINT

2
住まいをセラミックでコーティング！

建物や建材そのものを保護するので長寿命化が可能！

耐久性耐久性
POINT

3

健康に過ごせてお掃除もラク！

壁が汚れにくく空気がキレイに！クリーンで快適な空気環境へ！

空気質改善空気質改善
POINT

4
住まいを傷める結露を軽減！

瞬時に周辺温度と同化することで結露を抑制してくれます！

結露抑制結露抑制
POINT

5

基準をクリアした安全性！

●内装用ガイナはF☆☆☆☆を取得。※1
●国土交通省の不燃材料も認定。※2

安全・不燃性安全・不燃性
POINT

6
静かなお家でストレス軽減！

屋外からの騒音、室内の生活音をやわらげて
落ち着ける住まいへ。

遮音性・防音性遮音性・防音性
POINT

7

経年劣化の少ない
無機セラミックによる耐久性

※耐久性に優れ、
　15～20年が
　塗り替えの目安です。

年間  23％削減
夏季 26.7％削減

（体感温度を加味すると35.2％）

冬季 21.6％削減

VERY
GOOD

壁・天井・床の結露 結露による
カビ・バクテリアの発生

※1 JIS工場で生産されるJIS製品に表示することが義務づけられている、ホルムアルデヒド等級の
　　最上位規格を示すマークです。
※2 火災が発生し、加熱が始まってから20分間は燃焼や変形および溶解しないこと。
　　有害な煙やガスを発生しないこと。

ホルムアルデヒド類や
揮発性有機化合物の
発散量が少ない

不燃性だから
火災避難時の
安全性がちがう

空港・鉄道・
幹線道路の騒音

雨・風・雷の音家事やトイレ・足音など
日常のさまざまな生活音

＊完全な遮音性や防音性を発揮するものではありません。

引用：株式会社 日進産業 カタログより

チリ・ホコリの浮遊 犬猫などのペット臭タバコの臭い・
ヤニ汚れ

※ガイナ塗布後の室内空間は東京市街地の住宅であっても、
　標高1,000mの高原リゾート地相当の良質なデータを示しました。

強い日射を
反射

暖房器具の熱を
赤外線として放射

夏 冬

エコタウンニュース

デザイン制作･各種印刷･全国オリコミ配布･各種看板･大判出力･のぼり･懸垂幕･切り文字ステッカー

TEL.078ｰ974ｰ2421神戸市西区伊川谷町有瀬1086-1

新型コロナウイルス感染症の
終息を願うとともに

皆様のご健康をお祈り申し上げます

新型コロナウイルス感染症の
終息を願うとともに

皆様のご健康をお祈り申し上げます

脳神経外科

株式会社

神戸市西区池上4-17-4  TEL.078-974-6366 / FAX.078-995-8786
建設業許可  兵庫県知事（般-26）第116723号

http://bright0731.xsrv.jpH P m-zushi@hat.hi-ho.ne.jpEメール

家電販売/電気・空調・設備工事/
住宅改修・介護保険対象工事【　　　　　　　　】

省エネ塗装、GAINA取扱い
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市民防災リーダー研修
8/22（土）in有瀬小学校

小型ポンプ放水訓
練

水消火器消火訓練

消火訓練の体験を通して
初期消火の大切さを
　学びました。

地域の防災に
必要な知識を深め、

消火栓から放水訓
練

社 会 福 祉 法 人

松風会

TEL.078-975-0500 http : //shofukai.jp/
神戸市西区伊川谷町潤和 1447-1

特別養護老人ホーム「三芳苑」
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9月29日 / 10月27日 / 11月24日 / 12月15日9月29日 / 10月27日 / 11月24日 / 12月15日2020年

1月26日 /  2月16日 /  3月予定　スプリングフェスタ1月26日 /  2月16日 /  3月予定　スプリングフェスタ2021年

2020年度  活動予定（活動再開は未定）

※ただし、初回参加時に2020年度「登録料」として100円
　徴収させていただきます。

場  所
有瀬地域福祉センター
TEL.078- 976-5007

対  象 0～3歳くらいの未就園児と親

参加費 無料（年度途中からでも参加できます）

日  時
毎月第4火曜日（祝日の時は変更）
午前10：00～11：30

ありせ子育てサロン
子育て中のお母さん、同じ地域で子育てしているみんなと一緒に
楽しい時間を過ごしませんか？
季節の行事や遊びを通して、親子で友達の輪を広げましょう。
皆さんの参加をお待ちしています。

子育て中のお母さん、同じ地域で子育てしているみんなと一緒に
楽しい時間を過ごしませんか？
季節の行事や遊びを通して、親子で友達の輪を広げましょう。
皆さんの参加をお待ちしています。

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止しております。再開は末定です。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止しております。再開は末定です。

お問い合わせは TEL/FAX 078-974-6318

有瀬児童館 日時:10月28日、11月4日、11日(水曜日全3回) 10:00～12:00

人が多く集まる児童館では、新型コロナウイルス
感染症への対策をしています。新しい生活様式
として、ご協力をお願いします。
●来館前に必ず熱を測ってきてください。
発熱症状がある場合や咳などの風邪の症状がある
場合は、児童館の利用をお断りしています。
●ご家庭でお子様の健康状態を確認してください。
発熱が見られなくても、「朝から元気がない」、
「食欲がない」というときは、ご利用をお控えください。
●小学生以上は、必ずマスクの着用を各自で
　お願いいたします。
小学生未満(2歳以下は除く)のお子様もできるだけ
マスクの着用をお願いします。

発達がゆっくりな乳幼児の親子に、気兼ねなく遊んでいただける居場所
です。ホッと一息お茶を飲みながら、情報交換できます。
駐車場利用の方は台数に限りがありますので、事前にご相談ください。

児童館を利用されるみなさまへ

対象:おねしょがある小学1年生～3年生の保護者(10人)
場所:長坂学童保育コーナー　　申込締切:10月14日 (水)

じどうかんカフェ（西区拠点児童館事業）

拠点児童館
J-café

木曜日(月2回)・土曜日 (月2回) 13:00～15:00
有瀬児童館にて  問い合わせ 078-974-6318

9月19日 (土) 
10:30~11:30 先着10組

J-cafeミニあきまつり

今年は夏らしいことがなかなか
できませんでしたね。

そこで児童館で少しお祭り気分を
味わいませんか?

11月28日 (土) 
10:00~12:00 先着10組

J-cafe 子育て相談会

神戸市総合児童センター療育指導担当の
上田沙和氏を講師に迎え、臨床心理士による

座談会や個別相談をします。
先生の優しいトークに、お茶を飲みながら

ホッと一息しませんか。

おねしょを
とおした
子育て講座

診療時間
水曜・土曜
休 診 日

：
：
：

AM.9：30～12：30　PM.3：00～7：30
AM.9：30～12：30
日曜日・祝祭日

スタッフ
募集中

毎月第 1・3水曜日は、
伊川支店駐車場にて

農産物マルシェを開催中。
ぜひお越し下さい。

毎月第 1・3水曜日は、
伊川支店駐車場にて

農産物マルシェを開催中。
ぜひお越し下さい。

伊川支店 西区池上4-4-1
TEL 974-1901

コンビニ
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※ただし、祝日、学校行事、地域行事、夏季、年末年始、警報時は閉室しています。臨時休館は、掲示板でお知らせします。

市民図書室
●北校舎3階

有瀬小学校施設開放有瀬小学校施設開放

月・木曜 午後2時～5時

午前11時～午後4時土曜

開室日時（2020年度現在）
地域のみなさんが
ご利用できます。
みなさんのお越しを
お待ちしております。

“笑顔と手作りのぬくもり”を合言葉に

65歳以上のひとり暮らしの方が

参加できる食事会を毎月第2火曜日に

地域福祉センターで行っています。　

利用のルール

●当センターの利用方法を守ること
●スタッフの指示に従うこと
●自習室を静かに利用すること
●音が出る機械（携帯電話等）は使用禁止
●私語を控えること
●食事は禁止（現在、新型コロナウイルス感染
　拡大防止のため、ロビーでも食事は禁止）
●飲み物はゴミを出さずに部屋内で
　飲むことができる

開放時間

●午前の部　10：00～12：00
●午後の部　13：00～16：00
詳細は年間予定表をご確認下さい。

開放部屋

●活動コーナー（大部屋）　
ソーシャルディスタンスを確保するため、
現在は定員～10名までの利用とします

利用対象

●市内在住在学の小学生
小学校低学年生（小１～小３）１名につき、保護者
１名までお付添い可（利用定員とカウントしない）

利用方法

●事前予約や登録は不要
当日AM9：45～先着順で受付　
※保護者様のご連絡先が必要です。
利用受付簿と入館票の記入、提出を済ませ、
自習室へ入室

持参する物

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
物品の共用を避けております。
以下の物を持参してください。
■上履き
■マイタオル（お手拭き）
■マスク
■水筒・マイペットボトル
■自習用品

2020年度（令和2年度）

みんなの自習室　開放予定

※日程変更の場合はセンター掲示板にてお知らせします。

1月
2月 27日
3月

10月
11月 14日
12月

9日・30日

20日

10日

12日

有瀬地域福祉センターの活動コーナー
（大部屋）を自習室として開放します。
暑い夏でも寒い冬でも学校がないとき、
静かな自習室を利用してみませんか。

みんなの自習室みんなの自習室

神戸市立有瀬地域福祉センター

旬の食材を使って栄養満点。

なごみの会なごみの会

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止しております。再開は末定です。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止しております。再開は末定です。

エコタウンニュース
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「正しい分別」「正しい分別」は省エネ、資源の再利用、様々な効果で地球を守ります。は省エネ、資源の再利用、様々な効果で地球を守ります。
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環境局西事業所 ☎ 961-1414 大型ゴミ受付センター ☎ 392-7953

燃えるごみ燃えるごみ

缶・びん・ペットボトル缶・びん・ペットボトル容器包装プラスチック容器包装プラスチック
燃えないごみ、
カセットボンベ・スプレー缶
燃えないごみ、
カセットボンベ・スプレー缶

2020年 2021年

家族みんなが
知っておきましょう
家族みんなが

知っておきましょう

https : //www.nishi-kobe.jp

６

運営ボランティア運営ボランティア

広報ボランティア広報ボランティア

★数時間での参加OK
★全活動に参加しなくてOK
★登録したが、参加できなくなってもOK
★行事参加者傷害保険・ボランティア傷害保険加入
　（保険料は当協議会が負担）
★報酬、交通費の支給はありません

活動事業および担当内容

̶1̶

有瀬ふれ協の活動に参加してみませんか

無理なくできるときにできることを

ボランティア大募集ボランティア大募集

100名程度募集
人数

有瀬地域福祉センター活動
場所

みんなで一緒に地域活動を
盛り上げていきましょう！ ●様々な活動から、興味や特技に合わせて選択することができます。

●1回だけの活動、季節ごとの活動、年間を通しての活動など、
　関わり方は多様多種です。
●新しい仲間と出会い、新しい自分とも出会えます。
●まずは「やってみよう！」という気持ちが何よりも大切です。
●無理なくできるときにできることをできるだけします。
有瀬ふれ協はみなさんとともに活動できることを楽しみにしています！

有瀬ふれまちのボランティアは、有瀬ふれまちのボランティアは、

受付、案内、会場設営・整理、
環境美化、その他
広報、PR活動、活動記録、
その他

みんなの自習室、エコタウン事業、
身近な相談室など
(詳細は説明会資料に掲載)

ボランティア活動証明を
発行します

エコタウン事業

太陽熱を遮えぎり夏は
電力消費（クーラー）を低くする

1.省エネ

光合化で二酸化炭素を吸収し、酸素を放出する

2.温暖化防止

水分発散し周囲の気温を
下げる

3.周囲の気温低下

緑のカーテンの効果 緑のカーテン作り緑のカーテン作り

活動コーナー西側
（トンネル式） 厨房東南

（自立式）

風にも強く長年
使えるものを作りました。
壁際から離し、閉塞感を
無くすよう、工夫しました。

風にも強く長年
使えるものを作りました。
壁際から離し、閉塞感を
無くすよう、工夫しました。


