
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での福祉センター利用 
北山ふれあいのまちづくり協議会 副委員長 酒井 登 

 地域の皆さま方、お変わりなくお過ごしのことと思います。日頃より当センター活動にご理解とご協

力を賜りありがとうございます。 

昨今のニュースは感染者・重症者・死亡者数と変異株・接種状況が定番で始まり、明るい前向きなニ

ュースは無いのかと思うほどです。緊急事態宣言下、センター利用には色々な制限がかかり、二年越し

でご不便とご迷惑をおかけしております。飲食を伴う活動と大声を出す活動は制限が続いております

が、そのほかの活動に対しては従来ほどの規制は緩み、十分なる感染予防策を取れば活動していただ

ける状況になりましたので今後ともセンター活動を宜しくお願いします。 

 例年ならば「北山ふるさと夏まつり」の実行委員会を立ち上げ準備に入っている時であります。子供

たちが夏の楽しみの一つにしているこの一大イベントが 2年続けて中止になるとは甚だ残念です。 

大人の私達でさえ寂しい気持ちになります。子供の情緒教育にも通じるこういう行事が学校でも地域

でも中止・延期・規模縮小となり、その思いを叶えてあげられず可哀そうに思います。この禍が収まっ

た暁には必ず実施に結びつけたいと思います。昨年の秋に趣向を変えて実施しました「ゲームフェス

ティバル」は今年も是非とも実現したいと思っておりますので実施の段になりましたらご協力を宜し

くお願いします。 

 

 

 私事ですが、接種予約の通知が来たらネット予約をしようかなと待ち構えていたところ、先日 

妻が三木市のかかりつけ医で「神戸市の者でも接種予約は出来るんですか？」と尋ねたところ 

「いけますよ」と言われ、夫婦で難なく接種予約が取れました。メディアでは予約を取るのに電話

予約もネット予約も繋がらず大変な状況になっていると報道しています。簡単に予約ＯＫを頂き拍

子抜けしましたが改めて『かかりつけ医』を有り難く大切だなと感じた次第です。 

 “巣ごもり”を余儀なくされる雰囲気を打ち破り当センターに足を運び、体を動かし、仲間と話

をして活動で刺激をもらう、そして楽しみを増やすなど“ふれまち”のメリットは盛沢山あります。

当センターの活動にご意見・ご要望等がございましたら遠慮なくご一報ください。益々愛される地

域に必要とされる「北山ふれあいのまちづくり協議会」を皆様と共に目指してまいりますので宜し

くお願い致します。 

Vol.77 2021年 6月 

〒651-2215 神戸市西区北山台 3-26-1  電話 078-994-1195 
北山ふれまち 



                

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

  

 

                

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度 

福祉センター利用状況 

 

 

 

令和 2年度 会計報告 

令和 3年度 会計予算 

月 開室日数 利用者数

４月 0 0
５月 3 25
６月 15 117
７月 23 501
８月 23 474
９月 25 691
１０月 28 820
１１月 28 886
１２月 25 689
１月 22 460
２月 27 567
３月 29 727
計 248 5,957

１．収入の部 （単位：円） ２．支出の部 （単位：円）

科　　目 金　　　額 科　　目 金　　　額
前年度繰越金 677,688 通信・事務費 505,381

地域福祉センター 修　繕　費 6,297
運営交付金 備　品　費 32,800
預金等利息 13 消　耗　品　費 14,700

その他管理費 417,000
事業費 709,471

参加費収入 100,800 公的補助金・助成金 0
運営協力金 146,300 前年度返還金 19500
その他収入 81,600 次年度繰越金 1,095,352
合　　計 2,800,501 合　　計 2,800,501

1,794,100

公的補助金・助成金 0

１．収入の部 （単位：円） ２．支出の部 （単位：円）

科　　目 金　　　額 科　　目 金　　　額
前年度繰越金 1,095,352 通信・事務費 550,000

地域福祉センター 修　繕　費 100,000
運営交付金 備　品　費 250,000
預金等利息 8 消　耗　品　費 30,000

その他管理費 600,000
事業費 1,183,000

参加費収入 150,000 公的補助金・助成金 0
運営協力金 180,000 前年度返還金 0
その他収入 70,000 予　備　費 576,460
合　　計 3,289,460 合　　計 3,289,460

公的補助金・助成金 0

1,794,100

参　加　者

中止

中止

中止

中止

150名

中止

41名

2回/34名

延234名

延1108名

18回/193名

6回/21名

4回/132名

8回/114名

8回/414名

延15名

延36名

延19名

北山文化祭

［令和2年度　　事業報告書］

第1水曜日 懐かしの名画劇場

ふれあい食事会

年3回

毎週金曜日 北山子育てサークル活動

第１月曜日 北山よろず相談室

〃 北山ふれあい喫茶

毎週火曜日 いきいき健康アップ教室

第2・4月曜日 パソコン教室

6月・9月・2月 男の料理教室

６月

10月・12月

11月15日(日)

とんどと餅つき祭(協賛)

8月 夏まつり・夜店出店

ゲームフェスティバル

活性化イベント

2月14日（日） 福祉講演会

5月・11月 グランドゴルフ大会

月　　日 行　　事　　名

ボランティア活動

1月13日（日）

第3水曜日

広報紙作り

随時 ホームヘージ作り

随時

参　加　者

49名

随時

10月13日（火）

市民救命士講習会

10月18日(日)
81名

中止11月 避難訓練(センター利用者)

45名

行　　事　　名

防災研修会

防犯研修会

（西警察署　生活安全課）

避難訓練(自宅⇒避難所)

避難訓練(自宅⇒避難所)

防災コミュニティースクール

（北山小学校との共催）

防災資機材整備

市民防災リーダー研修

（西消防署押部谷出張所）

北山総合防災訓練

28名
（神戸市危機管理室）

9名

22名

7月18日（土）

9月12日（土）

9月26日（土）

従事者10名

随時 防災資機材点検 従事者15名

3月20日（土）

［令和2年度　　防災・防犯事業報告書］

中止

月　　日

災害避難時各種物品展示

中止1月15日(金)



☆和室の畳をフローリングにしました☆ 

                  福祉センターの和室はフローリングと畳の部屋を襖で仕
切った造りになっていましたがこの度、襖を取り払い畳をフ

ローリングにしたので開放感のある部屋が誕生しました。 

                           炉を切った畳の和室は貴重でしたが茶道を楽しむサークル

も            も団体もないのが現状。 

                           畳の上にござを敷いてその上に長テーブルやパイプ椅子を 

                           並べて使用していましたが転倒などを引き起こしやすく課

題になっていました。 

コロナ禍で十分な間隔を保つことが必須になっている

今日この頃。 

                           活動コーナーよりは多少日当たりが悪いかもしれませんが

障子をあけてこれからも換気に十分配慮して気持ちよく 

ご利用ください。 

☆押部あんしんすこやかセンターより☆ 

                               保健師 山本 阿矢 

 ４月より押部あんしんすこやかセンターに勤務させていただいております。 

地域の皆さまのお役に立てるよう頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 今回は押部あんしんすこやかセンターと新型コロナウィルス対策について紹介させていただきます。 

押部あんしんすこやかセンターは高齢者に関する介護等の相談窓口、介護予防サービスの計画の作

成、要介護(要支援)認定の申請代行、地域での支えあい活動の支援、ケアマネジャーや病院など関係

機関との連携を行っています。 

 ご相談をお受けする際の新型コロナウィルス対策として、まず窓口には透明フィルムを設置していま

す。来所された方には皆様に検温と手の消毒をお願いしています。また椅子や机は強酸性水による消

毒を行っています。 

 地域ケア会議や介護リフレッシュ教室など地域での活動も行っておりますが、大人数で密にならない 

ように広い会場を使用したり、人数を制限させて 

いただいています。 

 現在新型コロナウィルスの感染拡大により外出や 

人と会うことが制限されています。 

このような生活が長期化してきたことでフレイル 

状態(身体的機能や認知機能の低下がみられる状態) 

になる方も増加傾向にあります。 

フレイルは適切な治療や予防の取り組みが大切です。 

地域での活動も人との距離を考慮しながらとなります 

が新しい生活様式を受け入れながら出会いを大切にし 

地域での活動の支援を継続していきたいと思います。      


