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令和４年度においても新型コロナウイルスは収束を見ませんでしたが、学園西町地域福祉センターでは適切
な感染対策を行い、福祉・交流活動を実施することが出来ました。
従来の活動に加えて、初めてのイベントとして、西町ウオークラリー、小学生プログラミング教室、スマホ教室、

スマホ個人相談会、プロの演奏家による「音楽と落語の会」を開催しました。また、防災リーダー研修、防災訓練も
規模を縮小して実施することが出来ました。このように多くの活動が無事行えましたのは皆様のご協力のお陰と
感謝しております。
さて、令和5年度も新型コロナウイルス収束の見通しは不透明ですが、適切な感染対策を講じながら、福祉・交

流活動を行って参ります。従来の活動を基本としながらも内容の見直しや、時代の変化に応じて新しい福祉活動・
交流イベントにも取り組んで参ります。
今後とも、ふれあいのまちづくり協議会の活動及び福祉センターのご利用につきまして、皆様のご理解とご協

力の程、よろしくお願い申し上げます。

委員長ご挨拶

ふれあいのまちづくり協議会委員長　橋本　啓一

連合自治会より連合自治会より

　今回は、大好評で終えた様 な々新たな行事を掲載できました。
　来年度は早々に、小学生・大学生・高齢者の交流を深めるボッチャ大
会を企画しています。
　その他、西町地域福祉センターへ足を運んでもらえるよう、世代を越え
た住民同士の交流をはかる行事を企画中です。どうぞお楽しみに!!

編集後記

令 和 4 年 度 活 動 報 告

防災リーダー研修

もしものあんしん
いつものそなえ

防災福祉コミュニティ

　学園西町を歩いていますと、最近次のようなことによく気が
つきます。信号機のない横断歩道を渡ろうとする人がいると車
が手前で停車しているのです。交通ルールだからといっても、こ
れまでは車優先のような状態でした。停車するのが本来あるべ
き姿なのだろうと思います。その姿が多く見受けられるというこ
とはすばらしいことだと思います。このことがこの地域全ての人
に拡がっていってほしいです。
　この街をよりよくしていくために、住民一人一人が配慮すべ
きことと、行政へ働きかけ、実現を目指すことの２つが必要です。
今年度も行政への要望事項として

①神戸市立学園図書館の整備・機能の充実
②小寺大池交差点南北線の改善
③学園１号線の自転車歩道通行について
④児童館前道路の通り抜け禁止について
⑤住宅地の側溝の蓋設置
⑥駅前広場での喫煙について

以上を要望しました。その回答（文書による）を各自治会・管理組
合へ配付しました。満足のいく十分な回答ではありませんでした
が、多くの声となればなるほどそれだけ実現への道が開かれま
す。今後ともご支援・ご協力をお願いします。
　本年度は、３年ぶりに夏祭りを開催することができました。ま
た、夜間防犯パトロール・美しい街作戦などの連合自治会の事業
にも多くの方の参加をいただきました。厚くお礼申しあげます。

連合自治会長 粟田 敏明

神戸市西区学園西町1-4キャンパススクエア東館１Ｆ
T E  L：078-794-3130

学園都市あんしんすこやかセンター
「あんしんすこやかセンター」は

神戸市が設置する高齢者の総合相談窓口です。

日 時 １２月１７日（土）

防災訓練

対 象 参加28名（各団地防災リーダー等）

内 容 防災についてのDVD視聴

日 時 １月２１日（土）

対 象 各団地代表者
学園ジュニアチーム等

内 容 水消火器訓練、
防災グッズ展示、
備蓄食展示・試食

児童館共同避難訓練
日 時 ６月１５日（水）

内 容 児童館と共に備える

　同じ地域で生活する住民の一員として、さまざまな生活上の困
りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な支援を受けられる
よう、行政や地域の専門機関への「つなぎ役」としての役割を担っ
ています。
　皆さんの身近な相談窓口として、3年の任期（令和４年１２月
１日～）努めます。 連絡先は、区役所保健福祉課管理担当
（☎940-9501）へお問い合わせください。

《学園西町の民生委員・児童委員、主任児童委員紹介》

1丁目（シティーコート・ブリリア）
2丁目（1～4団地・ジオ学園都市）
4丁目（ベルーデュ・4丁目南）
5丁目（5団地・6団地・ハイユニタウン）、6丁目
5丁目（学園西住宅）
7丁目（アミティ701～717号棟）
7丁目（アミティ721～730号棟）
7丁目（アクティ732～736・741～743号棟）
7丁目（アクティ737～739・744～746・754号棟）
7丁目（アクティ740・747～753号棟）
県立大職員住宅・藤和ホームズ
主任児童委員
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氏　名学園西町担当区域

学園都市スマートサポート窓口へ
お越しください

　学園都市スマートサポート窓口では、電子申請等の行政手続
きを学生がお手伝いしています。
　ほかにもスマートフォンの操作方法やLINEの使い方など全般
の相談に対応していますので、スマートフォンでお困りの方はぜ
ひお気軽にお立ち寄りください。

場　　所

業務日時

問合せ先

月～水　12：00～17：30

070-3110-1752

キャンパススクエア東館1階
マイナンバーサテライト会場内
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学園西町地域
福祉センター



　8月29日（月）に濱乃志隆さんによる「音楽と落語の会」
が開催されました。当日は濱乃さんのギターの演奏を聴い
た後、童謡や歌謡曲を参加者みんなで一緒に歌い、その後
濱乃さんの落語で会場は笑いの渦に包まれました。　株式会社ベイエリアの方を講師に迎え、ゲームアプリ（マ

インクラフト）を教材としたプログラム教室を行いました。参
加者からは、「操作が少し難しいところもあったが、面白かっ
た！」と感想があり、講師か
らは、「キーボード操作に
慣れている子もいました。
子どもたちはとても礼儀正
しく、感心しました。」と話
されていました。

濱乃志隆（はまのしりゅう）　ギター・フルート演奏家
趣味の落語は立川志らく主催の落語塾で稽古を受けた方であり、小学校・幼稚
園・福祉施設等で公演活動を続けておられます。

濱乃志隆　音楽と落語の会

　11月7日（月）からの5日間、太山寺中学校の生徒5名が、
当センターへ体験活動に来ました。センター周りの樹木の
剪定・花壇の整備、西町探索、サークルへの参加、車いす体
験、ボッチャ、ふれあい喫茶の準備・接客等々。ふれ協メン
バーと共に、活気ある毎日を過ごしました。後日届いたお礼
状に「今回の体験を通して、この
町の良さを知りました。この
町のあたたかさをこれ
から守っていきたい
と思いました。」と、
嬉しい言葉が添え
てありました。

「トライやる・  ウィーク」受け入れました「トライやる・  ウィーク」受け入れました

学園西町内2.3㎞のコースを気持ちの良い秋晴れのもと歩きました。５つのチェックポイントでスタンプを押
し３択クイズに答え、スタンプを集めてゴール！西町の歴史と新たな発見のウォークラリーとなりました。
（ビバ！ニュータウン11月号に掲載されました）

ウォークラリー学園西町ウォークラリー学園西町

楽しかった！
また参加したい！

スタンプカードが
可愛い！

北公園

小寺小学校

西町公園

西公園

中公園

学園西町
地域福祉センター

定例活動報告

コーヒーとケーキの提供を再開しました。
仲間づくりを進めながら楽しいひと時を過
ごされました。

子どもの居場所づくりとしての交流の場。
11月：陶芸
12月：干支飾りづくり　

楽しく学ぶ会
幼児・小学生のための

０・１歳児と父母たちのふれあい交流の場
を開催し、専門職のお話と茶話会を行っ
ていました。

11月19日（土） 開催
かわいいお茶子さんが登場しました。

ふれあい土曜寄席

4月25日（月）、10月24日（月） 開催
ふれあい映画会
ふれあい交流会

喫茶「集いの木」
ふれあいサロン

根っ子の会
子育てサークル

ひまわり
高齢者健康プログラム

地域のお年寄りの閉じこもり防止とふれ
あいを目的として、楽しい時間を過ごされ
ました。

昭和歌謡を歌おう

お一人暮らしの方を対象に、昼食と
催しを楽しんでいただきました。

ふれあい食事会
民生委員児童委員協議会

広報活動
・広報発行年間2回 ・西区ホームページに掲載

安心・安全なまちづくり活動

防災・福祉コミュニティ

サークル活動や交流行事を行っています。
また、小学校と連携を深め子どもたちのふれあいを大切にし、
登下校時の見守り活動に協力しました。

高齢者生きがいづくり  
学園長寿会

ちれふ 報告
令和４年度

ま さまざまな活動で地域のつながりが生まれました。

ヘルスアップ作戦
10年後のあなたを輝かそう

「住民主体の健康づくり」を進める健康推
進活動と、「10年後の私を輝かせるため
に」を合言葉に活動を行いました。

支え愛ネット

ボランティアセンター
住民同士の助け合い活動

登録者に残暑見舞い・年賀状を郵送しました。

小学生向けプログラミング教室

学園ジュニアチームとの福祉活動

公園で遊ぶ子どもたちを見守ります。
公園パトロール隊

８月１日（月）　参加：２３名 　「スマホの使い方がわからない。」そ
んな困りごとを大学生を講師に相談
会を行いました。
　「とても親切・丁寧にわかりやすく説
明してもらえた！」と、大変好評でした。

スマホ活用相談会＆教室
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１０月２２日（土）　相談者：１４名

１１月１１日（金）　相談者：１２名

２月１３日（月）・２０日（月）・２7日（月）

シニア向けスマホ相談会

お茶を飲みながらスマホ教室

スマホ教室

GOAL !

１０月１５日（土）１０時スタート！

９月３０日（金） 開催

令和５年３月２４日（金）14：00～
開催予定♪

参加人数72名

西町の街
並みを

再発見し
た！


