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東灘区長御挨拶 

あけましておめでとうございます。 

  平素は、東灘区政の振興に何かとご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、

地域福祉センターの管理運営と福祉、交流活動にご尽力いただいております「ふれあいのま

ちづくり協議会」の関係者のみなさまには改めて厚く御礼申しあげます。 

昨年は、東日本大震災による甚大な被害が発生し、今でも仮設住宅での生活を余儀なくさ

れるなど困難な状況の方々がたくさんおられます。 

神戸市としましても避難所運営支援、ボランティアセンターの運営支援、災害廃棄物処理支

援、インフラ復旧支援などに延べ１千７百人以上の職員を派遣して、１７年前の阪神淡路大

震災のときに受けた支援に少しでも報いようと力を注いでまいりました。今後とも息の長い

支援を続けてまいりたいと思います。 

福池ふれあいのまちづくり協議会のみなさまは、平成１７年度から「福池っ子なつまつり」

を開催され、７回目の昨年も大成功を収められました。 

従来からの、就学前児童対象の「ふくプククラブ」や小学生対象の「土曜教室」の開催、

２階のスペースを子どもたちに開放するなどの取組みのほか、「ふれあい喫茶」では“人形

劇団ふれまち”による人形劇を公演されるなど、積極的な取組みを継続するたけでなく、様々

な機会を捉えて交流の輪を広げていくという視点に敬意を表します。今後とも、地域福祉の

向上を目指した取り組みが今後ますます活発になることを期待しております。 

結びに、今後も地域にお住まいのみなさまのふれあいの輪が広がり、福池ふれあいのまち

づくり協議会が、ますます発展されますことを心から祈念いたしまして、私の年頭のご挨拶

とさせていただきます。 

                       平成２４年 元旦 

東灘区長  眞田 尚 

平成 24年１月１日 



  
 新年御挨拶 

                      福池ふれあいのまちづくり協議会 

委員長  金山 二生 

    

新年明けましておめでとうございます。 

  昨年中は、皆様の御理解と御協力により計画致しましたビッグイベントを始め、多岐多様に 

 わたる活動をつつがなく遂行出来ました事に対し、厚く御礼申し上げます。 

  さて、東日本大震災で明らかになった家族や地域、自然とのつながりや絆を重視する度合が 

 評価される事が再認識されました。地域住民の共助･扶助力が地域の流動資産として運用される 

 為に、福池ふれあいのまちづくり協議会が当地域の特性にミートした企画を実行し、より多数の

ふれあい、交流の機会を増やし、地域の絆が一層強固になる事に微力を尽くす所存です。 

本年もより一層の御協力御指導をお願い申し上げます。 

 

    【本年の主な推進項目】 

１) 福池っ子なつまつりの開催（8月） 

２) 子育て支援事業（ふくプク・クラブ、キッズサークル） 

３) ふれあい喫茶（毎月最終金曜日） 

４) 福池小学校 3年生(140人)とのものづくり交流会 

５) 福池小学校 4年生へのエコ教育 

６) 福池小学校児童との昔遊び交流会 

７) 福池小学校児童に対しての土曜教室（お菓子、手芸、囲碁･将棋） 

８) 精神障害者との交流（会食・音楽鑑賞） 

９) 講演会の開催（地域活性テーマ他） 

10）青木ふれあいフェスタの応援 

  

その他、地域団体の活動に対しても積極的に応援致します。皆様気軽に御来館下さい。      

   
 
 
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 オープンから丸 10 年、様々なかたちでご利用頂き
ました。夏休みに個室を勉強室として開放しました。 
◆ 利用状況の報告 ◆ 
 平成 22年 12月から平成 23年 11月までの利用者 
  （※開放日数 271日） 
   ・個人利用 ……  3,615人 

・団体利用 ……  11,366人  
・勉強室利用……   112人(夏休み中のみ) 
・トイレの利用…  1,237人    

    合  計    16,330人 
 たくさんの方に利用していただきました。個人利用

は主に放課後の小学生です。勉強をしたり、カードゲ

ームや色々なゲームを持ち込んで遊ぶ子供が多く見ら

れます。夏まつりに約 4,000人,青木ふれあいフェスタ
に約 4,000人の来客がありました。 
 
◆ 活動の実績報告 ◆ 
 平成22年12月から平成23年11月までの実績です。 
【土曜教室】 回数 延べ人数 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数  合計 
・手   芸 11回  133名   51人   184人 
・折 り 紙  4回   13名   12人   25人 
・お菓子作り  10回  122名   33人  155人 
・囲碁・将棋  10回   17名   14人   31人 
   合  計  35回  285名  110人  395人 
 （※折紙は少数につき、23年度は中止しました。） 
【ふれあい喫茶】 
   回数  来場者数  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数   合計 
   11回   573人       88人      661人 
 
【ふくプク・クラブ】 
   回数   出席者数  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数  合計 
   33回   1,092人   132人  1,224人 
 
【キッズサークル】 

回数   出席者数  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数  合計 
   30回   1,322人   120人   1,442人 
 
◆ 今年度の活動予定 ◆ 
 福池だより発行 １，２，３，４月号発行 
 ２月 ①福池小学校昔遊びの会後援 
    ②福池小学校３年生と地域住民との交流会 
 ３月 ①みつばち会との交流会 
    ②重心父母の会との交流会 

◆ 利用受付 ◆ 
 ・翌月分の受付は当月の１日からとします。１日が   

  休館の場合は２日とします。（例：４月分の申込は

３月１日から5月分は4月1日から受付） 
 ・2月分受付は 1月 6日からとなります。 
 ・活動コーナーの午後(13時～16時 30分)の申込 
受付は１グループ２回／月とさせていただきます。 

 ★利用状況★  金曜日、土曜日の午前中の活動 
コーナーの利用が少ないので御利用下さい。 

 
◆ 利用料金(各室共通) ◆ 
  9時～12時 30分       ５００円 
  13時～16時 30分       ５００円 
  ※利用後は必ず掃除をして帰って下さい。 
【冷暖房の利用(半日)】 
  洋室 1(約 12畳)、洋室 2(約 10畳) 各 １００円 
    活動コーナー（約 56㎡）       ２００円 
 
◆ 休館日 ◆ 
  日曜日・祝祭日・第３金曜日 
  年末年始 (12月 28日～1月 5日) 
  お盆 (平成 23年 8月 11日～16日) 
 
◆ カラオケ機器の利用について ◆ 
  ５人以上のグループなら誰でも利用出来ます。 
 活動コーナーの利用申し込み時にカラオケの利用に 
 ついてもお申し込み下さい。 
 ・機器使用料 …… 1人につき 100円 
           10人以上は一律 1000円 
 ※カラオケソフトは置いていません。 
  各自でお持ち下さい。 
  （LD・DVD・CD・カセットテープ対応） 
  電話での申し込みは出来ません。 
 
◆ 用具の貸し出しについて ◆ 
 現在センターでは次の用具の貸し出しをしています。 
 ・グランドゴルフ用品（フルセット） 
 ・輪投げセット 
 ・立ち上がり訓練用椅子（15cm～45cmまで 4段階） 
 ・幼児用運動用具 （平均台・フープ・マット） 
 ・車いす（２台） 
 センター受付に申し出て下さい。 



編集後記 

活動報告 
◆ ふくプク・クラブ 
  区役所、地域の皆様のご理解とご協力の下、今年

度も順調に、楽しく活動させていただき厚く御礼申

し上げます。 
  12月は恒例の楽しい“クリスマス会” 
子供達がお母さんと一緒にシールやモールを貼りつ

けて作ったかわいい三角帽子をかぶり、モールで腰

まわりや手首などにおしゃれして“あわてんぼうの

サンタクロース”の音楽に合わせて鈴をならしまし

た。その後みんなで｢サンタさ～ん｣と呼ぶと、大き

な袋を手にしたサンタさんの登場！ちょっとビック

リして泣いてしまう子もいましたが、プレゼントを

もらうと大喜びで、クリスマスツリーの横で一緒に

写真を撮りました。側に来て、「おうちにもきてね」

と言ってくれる子もいました。   （三谷 素子） 
 
◆ ふれあい喫茶 
  11月 25日(金) 午後 1：00～3：00 
 今日は、安田さんが“念ずれば花ひらく”の話し

をされ、近日 2 件の夢が叶えられたそうです。2 度
ある事は 3度あると･･･。3度目は宝くじが当たる事
を念じておられるそうです。 皆さんも 1 日も元気
で長生き出来る様に心より念じ続けて下さい。必ず

花ひらくのではないでしょうか。 
続いて“あいうえお”さんのすばらしい歌声や手話、

ヴァイオリン等があり、元気で楽しく大声で歌って

いる皆様を拝見し、スタッフ一同も幸せを感じまし

た。                （中田 武子） 
 
★ クリスマス会 ★ 
・老人会との交流クリスマス会 

12月 10日(土) 福池小学校一年生を招き、クリス
マス会をしました。 安田さん手作りの人形を使っ

ての人形劇「赤ずきんちゃん」や、“あいうえお”さ

んのコンサートでは一緒にクリスマスソングやみん

なも大好きなトトロの｢さんぽ｣などを一緒に歌い、

素敵なヴァイオリン演奏も間近で聴かせていただき

ました。又老人会さつき会の皆さんとは折紙でかわ

いいこまを作り、楽しい時間を過ごしました。 
 

インフォメーション 
◆ ふくプク・クラブ 
【開催日】（10:30～12:00） 
1月 10日(A ｸﾞﾙｰﾌﾟ)、17日(B ｸﾞﾙｰﾌﾟ)、24日(C ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 
 ※ 新年度の募集を 3月に行ないます。詳細は福池 
  だより 3月号に掲載、及びポスターを掲示します。 
 
◆ ふれあい喫茶 
 1月 27日(金) 午後 1:00～3:00 
参加費は 100円です。皆さんお誘い合わせの上、お越
しください。次回は 2月 24日です。 
 
◆ 福池小学校土曜教室 
 【開催日】 
    1月 21日  お菓子 
      28日  囲碁・将棋、手芸 
  ※ ３月に新年度生徒の募集を行ないます。 
   詳細は福池だより３月号に掲載します。 
 
◆ 本山南中学校“トライやるウィーク”御報告 
        【11月 14日(月)～11月 18日(金)】 
 昨年に続き、本山南中学校 2年生 3人を福池地域福
祉センターに受入れました。福池ふれあいのまちづく

り協議会が地域で果たしている大切な事業(子育て支
援・異世代交流・教養の向上等々)を手伝い、地域の人々
とのふれあい、ボランティアの使命感と満足感を得た

貴重な体験だったと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年もよろしくお願い致します。 昨年は色々考えさ
せられる事の多い 1年でした。震災後なかなか電話の
つながらない関東の友人と話せた時、17年前の震災 3
日後にやっと「生きてるから」とその友人に電話し電

話口の向こうで涙声だった事を思い出しました。被災

地の皆様に 1日も早い落ち着きが戻りますよう･･･ 三 

 年末・年始休館日 
  12月 28日(水)～1月 5日(木) 


