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１１月２１日（土）ふれまち第３３回グラウンドゴルフ大会を開催しました。
昨年の６月開催予定が新型コロナウイルス菌流行の余波で中止となり、

今回新型コロナウイルス対策に留意し、１６チーム９６名が元気なプレーを展開しました。
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今回ボランティアの
参加で準備・記録係として
協力いただきました。
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〈生田自治会〉（32/20H）
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神戸市西区伊川谷町有瀬838-11大蔵谷店
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有瀬地域福祉センターは、有瀬地区は勿論、地域外の団体・チーム等の会議、催物にも広くご利用いただいています。

◆有瀬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
（午前9時～午後5時）

月
Mon.

火
Tus.

水
Wed.

木
Thu.

金
Fri.

土
Sat.

日
Sun.

時間外 開館時間
（午後6時～午後9時）

受付＆電話対応時間
（午前9時～午後1時）

開館日＆利用時間帯

利用申込方法※2：利用日の３ケ月前から７日前までに当センターの窓口で申込

休館日
※1

運営協力金

施　設

地域福祉活動
コーナー

和　室

会　議　室

午前
午前9時～12時

円

400円

800

400円

午後
午後1時～5時

1,000円

500円

500円

夜間
午後6時～9時

1,200円

600円

600円

調理室利用：別途+100円

N

有瀬
児童館

あい
保育園

丁池公園丁池公園

至大蔵谷IC
足立病院

至明石
有瀬交番

有瀬小学校

有瀬会館有瀬会館

県営住宅有瀬団地

免許更新
センター

有瀬
県道神戸明石線（旧神明道路）

キリン堂

市民図書室

有瀬地域福祉
センター

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力下さい。

有瀬地域福祉センターご案内有瀬地域福祉センターご案内

井上 差我子 ☎090-8790-4859代表

気功サークル気功サークル
10時～12時10時～12時金

気 功

木村 庸子 ☎078-974-9341代表

しらゆきしらゆき
10時～12時10時～12時木

ジャズダンス

沼田 晴美 ☎078-974-1882代表

お茶教室お茶教室
10時～12時10時～12時第3土

大本 藤代 ☎090-7966-2611代表

マーガレットマーガレット
健康体操・太極気功

春上 陽子 ☎078-975-9771代表

有瀬ハーモニー有瀬ハーモニー
合唱教室

大本 藤代 ☎090-7966-2611代表

マーガレットマーガレット
手作り教室

沼田 晴美 ☎078-974-1882代表

体操クラブ体操クラブ
10時～12時10時～12時月

ストレッチ体操

橋本 恵子 ☎090-8521-4899代表

三線サークル三線サークル
三線教室

大本 藤代 ☎090-7966-2611代表

マーガレットマーガレット
10時～12時10時～12時第3金

10時～12時10時～12時第2・4土10時～12時10時～12時第1・3土18時半～20時18時半～20時●●健康体操健康体操 第1・3火 18時半～20時18時半～20時太極気功太極気功●● 第2・4火

おしゃべり会

10時～12時10時～12時第2土

有瀬ふれあいの
まちづくり協議会では
色々なエコロジー活動を

行っています。
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町の公園・道路・川・溝は
住民人々のもの、国や、県や、市は

人々を代表して所有しているにすぎません。
守るのは住民人々の義務です。

エコタウンエコタウンエコタウン
有瀬ふれあいのまちづくり協議会
神戸市西区伊川谷町有瀬1137-30
TEL/FAX（078）976-5007

令和3年3月
エコタウンとは人々のエコロジー活動で

綺麗で安心安全な町づくりをする活動のこと。
エコタウンとは人々のエコロジー活動で

綺麗で安心安全な町づくりをする活動のこと。

昔のエコタウン

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●打ち水作戦打ち水作戦打ち水作戦打ち水作戦

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●電灯のLED化電灯のLED化電灯のLED化電灯のLED化

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●緑のカーテン作り緑のカーテン作り緑のカーテン作り緑のカーテン作り

昔、それも昭和20年位迄は打ち水が広く行われ
家々は庭・道路に朝夕２回打ち水を行い町中の
暑さ対策に効果を上げていました。

１．

昔は軒を深くして暑さ、
寒さを防ぐ家作りをして
いました。

3．

江戸時代は朝顔売り、ほおずき市、
植木の売り人等で家は緑のカーテン
作りで暑さをしのいでいました。

2．

昔、山や川は入合権で人々は
自由に出入りし、管理し、豊か
なくらしに役立てていました。

4．

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
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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ふれまち研修会報告ふれまち研修会報告
１２月２日（水）寒さも本格的になってまいりました。
今回の目的地は、兵庫県宍粟市にある宍粟防災センター、
兵庫県養父市にある明延鉱山跡（あけのべこうざんあと）に
有瀬ふれあいのまちづくり協議会関係者１７名が研修会に参加しました。　

兵庫県宍粟市宍粟防災センター

兵庫県養父市明延鉱山探検坑道

今回この研修を通じて私達が普段何気なく生活をしている中で、突然の災害が起こった時に、
日頃からどういう備えをしたらよいのか？周囲の助け合いが大事であると再認識する研修であったと思います。

今回この研修を通じて私達が普段何気なく生活をしている中で、突然の災害が起こった時に、
日頃からどういう備えをしたらよいのか？周囲の助け合いが大事であると再認識する研修であったと思います。

明延鉱山（あけのべこうざん）では、スズ、銅、亜鉛、タングステンなどの
多品種の非鉄金属鉱脈をもつ鉱山で、特にスズは日本一の鉱量を誇って
いました。

巨大鉱脈跡で高
さは20ｍにもな
る。鉱脈の良鉱
部が巨大な空洞
になっている。

坑道内に張り巡らされ
た直径25cmの鉄パイ
プは、圧縮空気を通し
て産業機械を動かした
り、坑道内の送風（扇
風機的な役目）をする
鉱山の動力源であった。圧縮空気は坑道外の事務所より、鉄パイ
プを通じて送られた。機械を動かすには６気圧以上必要で、機械
の動きを見てバルブを微調整していた。

この宍粟防災センターでは、山崎断層が中国縦貫自動車道工事に伴い、1960年
代の終わりに活断層であることが発見された事や地震がどうやって起こるのか
（原理、原則）災害の歴史、災害救助に必要な道具は、どんな物が使われているの
か、日頃どういった備えをしていったらよいのか、消火器の使い方、応急手当のや
り方などをプロジェクターにより学んできました。

災害救助に必要な道具 災害の歴史 プロジェクターにより説明

消火器の使い方 山崎断層 応急手当のやり方

https : //www.nishi-kobe.jp

６
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※ただし、初回参加時に2021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歳位の親子（未就園児）

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

11月30日
12月21日

1月25日
2月22日
3月　　　

11月30日
12月21日

1月25日
2月22日
3月　　　

2022年

4月27日
5月25日
6月22日
7月27日
9月28日
10月26日

4月27日
5月25日
6月22日
7月27日
9月28日
10月26日

2021年度の開催予定日

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
　あります。お問い合わせは有瀬地域福祉センターまで。

未定

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。

毎月、親子で楽しめる
プログラムを用意しています。
お気軽にお越しください。

消毒、検温等、徹底して
行っています。

脳神経外科

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-1）第116723号

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

【　　　　　　　　】電気・空調・設備工事/リフォーム
介護保険住宅改修/家電販売・修理

安心の地域密着31年
株式
会社
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有瀬児童館
【新型コロナウイルス感染症防止対策について】

【令和2年度  火災・消火避難訓練】

【令和3年度  親子館事業】

■対　象／0歳児から就園前の幼児と保護者
■内　容／親子で乗り物やすべり台などの様々な
　　　　　おもちゃで自由に遊べます。
　　　　　曜日によって30分程度のプログラムを
　　　　　実施しています。
　　　　　4月中は自由あそびのみ
■日　時／4月19日（月）から新年度は開始予定

■対　象／4月1日現在２～４歳児と保護者
■申込み／4月１0日（土）～4月20日（火）予定
■内　容／親子遊び、保護者向けの講座等、子育てに
　　　　　ついて学びあいながら交流を深める
■日　時／令和3年5月20日（木）
　　　　　～令和4年3月10日（木）予定

なかよしひろば すこやかクラブ

※すこやかクラブ申込、開催日時については予定となりますので、
　詳しくは広報こうべと４月児童館だよりをご覧ください。

　11月12日（木）に有瀬児童館で防災福祉コミュニティ石井会長にご協力
いただき、小学1年生を対象に「火災・消火避難訓練」を実施しました。
　子どもたちは、火災発生を知らせる放送が流れると「お（押さない）・は（走らない）・し（しゃべらない）・
も（もどらない）」を守って非常階段から園庭に避難しました。園庭では防災のお話、水消火器の使い方を
教えていただき、参加した1年生全員が水消火器の体験をしました。今回は、感染症防止対策として水消火
器を扱う際は、1人ずつ新品の軍手を着用しました。

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。ご協力をお願いします。

※有瀬児童館では、各部屋にオゾン発生除菌消臭器を設置、窓等を開放し、換気を行っています。館内、備品等を随時消毒し、定期的な衛生管理をしています。
◎小学生以上は、必ずマスクの着用を各自でお願いします。

◎来館前に、必ず体温を測ってきてください。
　発熱症状がある場合や咳などのかぜの症状がある場合は、児童館の利用をお断りしています。

神戸市立有瀬児童館  神戸市西区伊川谷町有瀬1137－8  TEL/FAX 078-974-6318お問い合わせは

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

̶2̶

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

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

ボランティア活動証明を
発行します

※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。　

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。

旬の食材を使って栄養満点。

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
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防災コミュニティ活動報告防災コミュニティ活動報告防災コミュニティ活動報告防災コミュニティ活動報告

１２月９日（水）西消防署の
ご指導のもと、有瀬小学校
３年生全員の参加で
防災訓練を行いました。

防災コミュニティ活動として
「市民防災リーダー研修」「避難訓練」等も行っています。

防災訓練

本来であれば、１月１７日に神戸国際会館での
防災のつどいの場で表彰される予定でしたが、
コロナ感染予防のため、西消防署の署長室で
受賞式が行われ石井会長がいただいてきました。
この賞は、有瀬地区防災福祉コミュニティによる
日頃の防火・防災活動に賞賛いただき
感謝の意として受賞されました。
今後も地域の皆さまの協力のもと活動を続けてまいります。

防災功労賞（団体の部）受賞


