
 

1 

 

 

 

 

 

 

＜３月の各班の活動記録より＞ ※ コロナ対策をしっかりして引き続き，見守り活動をお願いします。 

 

 

 

精 道 班 
◆清掃パトロールと下校見守り 大桝（おおます）公園（3月 19日） 

 精小東門に集合し，前半は大桝公園で掃除を行いました。トイレはキレイに使われていま

したが，公園内のすみの方には，タバコなどゴミが落ちていました。後半は学校に戻り，見守

りをしました。あいかわらず青信号が点滅している時に渡ってしまう子もいますが，きちん

とストップして待てる子も多かったです。お迎えの保護者の方が，横断歩道外を渡ってしま

った時も，特にそれを真似る子もいなかったので，ほっとしました。来月より新１年生も加わ

るので，保護者を含めて，横断歩道の渡り方のルールを改めて共有することが大切だなと感

じました。 

◆小雨の修了式 （3月 25日） 

今日は曇りで少しパラパラと雨が降る中の修了式後の下校となりました。１年生がたくさん

の荷物を持っての，傘を持っての下校となり，ランドセルや忘れ物を取りに戻る子もたくさ

んいました。特に問題もなく，スムーズに最終日を迎えることが出来てよかったです。 

 

 

 

宮 川 班 
◆さくら門前の登校指導（3月 3 日） 

 今朝もさくら門前には，二人の警察官がいて，取締りをしていました。最近よく見かけま

す。７時５０分頃から，子ども達の姿が見えてきました。６年生が先頭に立ち，下の学年を連

れて門に入って行きます。今日は，立っている先生もいなかったので，皆静かに（あいさつ等

もないため）門へ入って行きました。途中，自転車は５～６台通りましたが，違反して侵入す

る車もなく，通勤の人々もパラパラと少なく感じました。他の見守りの方からの報告では，い

つも遅れてくる子は，常になっているようです。班の中でも離れたり，昨年までのようにしっ

かり班がかたまっていない様子も見られます。コロナ禍で仕方ない点もあるのかもしれませ

ん。今日は，尼崎信用金庫の方や地域の方が交差点や陸橋に立ってくださっていたため，子ど

も達も元気に登校していました。車が一台進入禁止箇所を抜けていきました。 
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◆清掃パトロール 宮小羊門→打出浜公園→西蔵児童遊園（3 月 9 日） 

 今年度は，新生児が家庭に増えたのと，コロナの件も有り，班集会は赤ちゃんの事を考える

と行かない方がよいだろうなぁ～と，いろいろ考える年度となり，今年度で一度やめようか

なぁ，と思う一年で全くお手伝いができていませんでしたが，赤ちゃんの外出も必要になり，

一度，辞めるか決めるために出席したパトロールでした。学校前で久々に帰路につく子ども

達を見ると，真ん中二人の通っていた時期とは様変わりした，マスク着用が定着した状況に，

久々に地域の今に引き戻され，安全そうな状況に安心感を持ちました。しばらく下校見守り

を終えた後，鉛筆公園（打出浜公園），西蔵児童遊園を周り，先輩方のチェックを元に報告し

ます。 

◆夜パトロール 打出交番→宮小桜門→打出浜公園→西蔵児童遊園→呉川公園（3月 13日） 

 宮小羊門のパトロールは良くされていますが，桜門はあまりパトロールされていないとい

うことで，打出交番から桜門へと向かいました。桜門の少し南あたりに木がよく茂っている

お宅があり，雨の日など傘をさすと，登下校の児童が通りにくいという意見がありましたが，

個人のお宅なので，仕方ない，ということでした。打出浜公園は，ベンチに上着の忘れ物，ま

たゴミも多数ありました。トイレはきれいでしたが，床のタイルが少し欠けていました。ベン

チの当たりに「ゴミを持ち帰ろう」のシートが丸めて木の間にはさまっていました。西蔵児童

遊園は，特にゴミはありませんでした。呉川公園は，自転車やキックスクーターの忘れ物があ

り，またゴミも多かったです。トイレは，手洗い場にカップのゴミがありましたが，それ以外

はキレイでした。 

◆登校見守り 打出小槌町→鳴尾御影線交差点→若宮町(3月 19日） 

 いつもと変わりなく，地域の方も見守ってくださっていました。列の乱れや遅刻が以前よ

りも目立つ，と聞いて，気になりました。列の乱れは，前の児童との間隔があいていたり，後

ろで話をしたりしながら歩いているということです。事故などはないのでいいのですが，今

年度は変化が大きいので，子どもにも影響しているのかもしれません。 

◆小雨の修了式の下校見守り 宮小羊門 鳴尾御影線交差点→若宮町(3月 25日） 

 宮川小学校羊門では，下校班ごとに皆別れ，それぞれの班に付き添いで下校見守りさせて

いただきました。呉川方面では，少し前に大きな荷物等は持ち帰りしたので，個々の手荷物は

少なめでの下校の児童がほとんどでした。小雨でしたが，傘をさす子，ささない子とばらつき

は見られました。傘をさしている児童も横断歩道を渡る際は，きちんと立ち止まり左右確認

をして渡っており，特段，明日からお休みだから，とかの浮ついた雰囲気もなく，きちんと整

列しての下校風景でした。自宅付近で班から離れる際も，大きな声で皆に「さようなら」とあ

いさつする姿もほほえましかったです。 

◆夕方のパトロール 宮小羊門→浜公園→南宮公園→西蔵町こども園→呉川町（3月 30日） 

 浜公園は，ひっそりと静かでした。公園の垣根，植え込みと植え込みの間にすきまができて

いて，くいが打ってありますが，こわれています。子どもが通り抜けたり，ボールなど飛び出

したりがあっては危ないので，同じように植え込みをした方がよいのでは，と思います。精中

が建て替え工事後，正門が南側に変更になったため，浜公園から稲荷山線（いなりやません）

へ出る道が中学生の通学路になっていると聞き，その道を歩いて稲荷山線まで出ました。健

康食品の専門店がオープンしていました。 

 「シエリア芦屋浜町」「プラウド西蔵町」と，宮小校区内に大きな新築マンションができて
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います。若いファミリーが増えて，宮小，精中と子どもの数が増えるかな，地域の活性化につ

ながるね，と話題になりました。最近では，働いているお母さんが多いという話も聞きまし

た。続いて，西蔵町の「芦屋市立西蔵こども園」を外から見学しました。ホームページによる

と，伊勢幼稚園と新浜保育所を統合し，令和３年４月に開園予定とのことです。敷地も広く，

駐車場も広々として使いやすそうです。建物もきれいで，かわいい机といすが並べられてい

るのを確認できました。園庭では，元気に子ども達が遊んでいて，私たちの姿を見ると，かけ

よって来る子どもさんもいて，とても可愛かったです。園の様子が外からわかるのは良いで

すが，防犯上，あまり見えすぎるのも心配ではあります。コロナ禍で今は難しいかもしれませ

んが，西蔵こども園へもあいさつ訪問できれば，と思います。 

 呉川町の「呉川荘園」という古いマンションが取り壊しになり，ワコーレの新築マンション

が建つそうです。宮小の通学路沿いでもあり，解体工事では，アスベストが出るのでは，と心

配されています。建設工事が始まると，登校・下校にも影響がありそうです。気をつけて見守

っていかないとね，という話になりました。呉川町の町内会がワコーレに対して，住民説明会

や学校との話し合いの場の申入れをしているそうです。 

 

 

 

山 手 班 
◆寒い朝のあいさつ活動 山手小学校東門（2 月 3日） 

 ほとんどの児童があいさつしてくれました。寒い朝でしたが，元気に校庭で遊んでいる児

童がたくさんいました。山手小学校では，ノーチャイムを実施しているようですが，チャイム

がならなくても予鈴時刻の８時２５分になると，全員が教室に戻っていたので，感心しまし

た。 

◆雨の日のあいさつ活動 山手小学校西門・東門（2月 26日） 

 ライト坂から登校する児童に，先生らしき人が，列が広がらないよう，声かけをして注意喚

起していました。登校班から外れて一人で登校している児童がいました。たまたま遅れたの

かもしれませんが，安全面でも複数で登校した方がよいと感じました。雨のせいか，東門付近

を通過する車両が普段より多く，７～８台いました。いずれの車両も徐行運転でした。 

◆何組かの班が滞（とどこお）っていて 山手町西～山手小学校東門（3月 3 日） 

 東門の少し北側で，何組かの班がとどこおっている様子でした。１０分以上進まないので，

うかがいに向かうと，「まだ来ていない人を待っているだけなので大丈夫」だとのことで，そ

の後，無事登校できているようでした。８時１０分頃には，ほぼ“集団登校班”は終わってい

る様子でした。ただ，ぽつりぽつりと一人の登校が以前より多くなったように感じました。登

校通路に関しては，大きな車の往来がありましたが，小さい子達もふくめて，皆，速やかには

しにより，危ないと思うことは特にありませんでした。 

◆風が冷たい日の山手中学校正門前（3月 3日） 

 今日は寒くて風も冷たく，立っていても足の指先がジンジンしてとても辛かったです。 

 北側の体育館も出来上がり，門も出来，作業する人たちがきて，仕上げの作業をしていまし

た。今日は，遅刻が目立ちました。 
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◆赤信号を渡る大人が３人も 開森橋（3月 3 日） 

 芦屋川西側の横断歩道では，小学生がきちんと信号を守っているにもかかわらず，赤信号

で渡る大人が３人いました。急いでいるのでしょうが，とても残念です。東側の横断歩道で

は，子どもが少し途切れた所をスピードを落とさず左折する車があり，見守る方も危険を感

じるほどでした。今日の後半の時間は，登校班とは別に遅れて一人で登校する子が多かった

です。以前，話題になった蓮美幼稚園の自転車の保護者ですが，相変わらず見ていて危ない運

転をしていました。 

◆夜パトロール 阪急芦屋川→三条公園→山手幹線→二号線→前田公園→阪急（3月 10日） 

 三条公園に子ども達の上着の忘れ物が４着程ありました。日中，暖かかったので，脱いだの

でしょう。人通りが少なかったのですが，飲食店は.夜８時３０分まで営業していました。 

◆列を守ろうとする登校班 山手小学校東門（3月 12 日） 

 登校班は，横にふくらむことなく，列を守っている様子でした。南からの子は，上り坂のた

め，厳しそうでしたが，元気にあいさつをしてくれる子も多くいました。ただ，班でなく，個

別に登校する子が以前よりも増えたように感じました。車の往来についての応対も，高学年

からの指導等もあり，スムーズに登校できていました。 

◆開森橋～ライト坂下の登校見守り（3月 12 日） 

 今日は小学校の登校時間帯が少し遅めの班が目立ちました。また，登校班で行かず，個別に

登校している子どもが増えているように感じました。開森橋からライト坂への混雑も少なく，

スムーズでした。 

◆朝のあいさつ運動 双葉屋前（3 月 12日） 

 今朝は車も少なく，甲南生も少なく（卒業式が終わり，3年生がいなくなったからでしょう

か？）比較的，静かにおだやかに登校していました。 

◆夜パトロール ラポルテ→宮塚公園→大桝公園→業平橋→松ノ内→ＪＲ（3月 24日） 

 宮塚公園がとてもきれいになって，ブランコも 4 台あり，すべり台も子どもが喜びそうな

すべり台でした。サクラやアーモンドの花もきれいに咲いていました。大桝公園に低学年の

子どもが二人遊んでいたので，どうしたのかなと思ったら，離れた所にお母さんが二人いた

ので，ほっとしました。ＪＲ駅の西飲食街に大勢の人が入っていたが，食事をした後，マスク

をしている人は一人もいなかったです。お話しをする時は，マスクをしてほしかったです。グ

ループで町の中を歩いている人が多かったです。 

◆小雨の修了式の下校 双葉屋～グリーンベルト（3月 25日） 

 学校の荷物は前日までに持って帰るはずが，最終日に両手いっぱいに抱えて帰る児童も，

ちらほら見受けられました。最終日ということで気が緩んでいたのか，お友達とわいわい話

しながらグリーンベルトをはみ出して歩く児童が，いつもより多かったように思います。注

意すると，スーッと端に寄ってくれるのですが，車通りも結構あるので（一方通行の道を逆走

する車や猛スピードで坂を下りてくる車もありました）グリーンベルトからはみ出さないよ

うに徹底することが必要だと感じました。 

◆小雨の修了式の下校 開森橋～ライト坂（3 月 25日） 

 修了式の日，雨の中たくさんの荷物を抱え，落としそうになる児童を何名か見かけました。

山手中学校の下校と重なり，開森橋の信号待ちはたくさんの子ども達が傘をさしながらだっ

たので，車に気づかず何度か声をかけました。皆，素直に聞いてくれました。開森橋の横断歩
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道を斜めに横断している児童も何度か声をかけました。開森橋交差点の東南角に信号待ちの

山中男子生徒数人が，横断歩道のシマシマの上に立っていたため，注意しました。その後は歩

道に戻りました。北側のライト坂の信号の所をおしゃべりしながら降りてきた山小の男子児

童２人のランドセルが，なぜか一つのベルトがもう一つの金具にはさまって，離れなくなり

ました。角度が狭いため，最初なかなかうまく取れなくて焦っていました。その状況を察した

交番前に立っていた警察ＯＢの地域安全サポーターの方が助けに来てくれて，二人三脚でや

っと取れ，子ども達も喜んで帰りました。ライト坂から勢いよく走って来る児童に注意した

時，小さなマンホールに雨がたまっていて，ひっくり返りましたが，又，走って帰りました。

危ないです。 
 

 

 

岩 園 班 
◆阪神淡路大震災の集会（1月 17日） 

 当日は，阪神淡路大震災の集会のため，日曜登校。１１時３０分下校でスクールゾーン対象

外の時間帯で，下校パトロールを実施しました。各自，自宅方面に別れ，岩園町方面，親王塚

方面（イカリスーパー交差点前），岩園理容前交差点および阪急高架に分散して下校見守りを

行いました。愛護委員２名は岩園公園を経由したのち，岩園理容前交差点，阪急高架下にて見

守り。岩園公園は，比較的ゴミが少なく，タバコの吸いがらも見られませんでした。下校時間

になると，ばらばらと子ども達が来ますが，岩園理容の交差点を渡ると，緩い坂道をなぜか疾

走する子が多く，歩道から外れて我が物顔に闊歩（かっぽ）し，危険です。学校の先生も声が

けおよび見守りをされていましたが，「はーい」と返事をするものの，駆け抜けて行きます。

岩園理容から阪急高架下までの歩道は狭く，どうしても歩道から車道に出てしまう子が多く

なってしまいます。課題ではあるものの，解決策が思い浮かびません。日曜日だったので，い

つものスクールゾーンの対応をしてくださる方がいらっしゃらなかったので，「今日はおじさ

んいないー」という児童が何人かいました。いつも見守っていただいていることを意識して

いるんだなあ，と感じました。 

◆小槌幼稚園に愛護のＰＲと降園見守り（3月 10日） 

 打出にある小槌幼稚園に愛護のＰＲと降園見守りで訪問させていただきました。打出教育

文化センター，市立図書館打出分室と隣接する小槌幼稚園は，旧松山邸にあり，フェンスを開

けると鯉の泳ぐ池のあるお庭に続いており，子ども達も入ることができるそうです。広い園

庭に子ども達とお迎えに来られた保護者の皆さんに愛護活動のＰＲをさせていただきました。

ピンクのベストの背中に書かれている「あいご」のひらがな表記を年少さんも大きな声で読

み上げてくれたので，わかりやすく目立つ活動着の持つ意味を再確認することができました。

降園見守り後，打出公園（おさるの公園）に向かいました。モクレンやアーモンドの花が咲

き，春の訪れを感じました。幼稚園からすぐなのに，園児の姿はなく，不思議に思いましたが

「一度帰宅してから遊びに行きましょう」という約束があると知り，きちんと守られている

ご家庭が多いと安心しました。打出を後にして，岩園小に向かって下校パトロールをしまし

た。阪急高架下から２号線に通じる道でサッカーボールを転がしながら歩いていたり，車道
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に広がり，靴を飛ばしたりしながら歩く児童数人に声をかけましたが，岩園理容店前の横断

歩道のマナーはきちんと守られており，安心しました。  

◆校外集会後の下校見守り（3月 16日） 

 この日は，令和２年度最後の校外集会でした。本来ならば，新１年生の紹介があるところで

すが，残念ながら無しになり，少し寂しい校外集会だったようです。先生からは「入学式の翌

日から新１年生が登校します」とのお話があったそうです。岩園公園を一周しましたが，ゴミ

も特になく，全体的にきれいでしたが，近くの階段の上には，タバコの吸いがらが少し落ちて

いました。下校時は，多くの班が広がって歩くので，通行の邪魔になっており，注意をした事

ぐらいで，皆落ち着いて，下校できていた様です。 

◆登校見守りから清掃パトロール 岩園公園→仲池（3月 22日） 

 朝の登校は，問題はありませんでした。楠町の方より報告がありました。３月１５日の週よ

り楠のＪＲ踏切南側，西へ向かう車線の楠公園の入り口付近に同じ会社の工事車が連日駐停

車している様子で，大きなトラックが並ぶと横断歩道を渡る際，東からくる車が見えず危険，

とのお話がありました。４月以降も続くようなら何か対応が必要ではないかと考えられてい

る，との事です。岩園公園は，ゴミがたくさん落ちていました。お菓子の袋，ペットボトル，

お弁当のから箱や缶など。タバコの吸いがら，あき箱も変わらずたくさん落ちていました。仲

池は，比較的きれいでした。 

◆６年生卒業後の登校班（3月 24日） 

 前日が卒業式だったので，６年生のいない集団登校でした。楠町では，整列せずに出発する

班があり，見ている地域委員さんも特に並ばせることがありませんでした。岩ヶ平公園付近

では，広がって登校する班がありました。翠ケ丘町では，いつもより早く出発する班がありま

した。それまで６年生が遅刻気味だったのもあるようでした。少し肌寒い日で，ポケットに手

を入れて歩く子どもがちらほらいました。もうすぐ新学期が始まります。子ども達には，集団

登校のルールを守っていいスタートを切ってもらえたらいいな，と思いました。 

 

 

 

 

朝日ケ丘班 
◆朝小校門前であいさつ運動（3月 5日） 

 家を出る時は雨が降っていましたが，あいさつ運動をしている時には，ほとんどやんでい

て，青空ものぞいていました。子ども達の登校は，順調で，８時１５分くらいには，ほぼ終了

していました。登校班の中で，１年生が，最初に比べると遅れないようにしっかり歩けるよう

になっているように感じました。 

◆快晴のあいさつ運動～パトロール（3月 18 日） 

 快晴の朝，子ども達は，足取り軽く元気に登校して行きました。低学年も力がつき，全員が

登校を終える時間が早くなったように思いました。又，あいさつに大きな声で「おはようござ

います」と返してくれる子どもが増えました。あいさつ運動のあと，久しぶりのパトロールや

ゴミ拾いへ，朝日ケ丘公園へ行きました。タバコの吸いがらが多く，お菓子の空き袋やティッ



 

7 

 

シュペーパーが数個落ちていました。雑草は刈られていて，すっきりとしていました。大きな

ものから小さなものまで，枝が落ちでいたので，気になりました。 

 

 

潮 見 班 

◆下校見守り（3月 10 日） 

 習い事や学童保育など，放課後の居場所の選択肢が増えたからか，２年生が集団下校では

なくなったらしいです。小さな子が 1 人ずつ，ちらほらと帰る姿はとても気になります。せ

めて，数人ごとのまとまりで下校してくれたら，と思います。中学校横のブロックべいの近く

を歩いた時，「大阪の小学生が地震で倒れてきたブロックべいの下じきになって亡くなったね」

「いつ地震がくるかわからないから，気をつけて歩いてね」とはなしたら，真剣に話を聞いて

くれました。南浜町から涼風町に渡る横断歩道では，護岸工事の警備員さんが８月まで立っ

てくださる予定。子ども達に「まとまってから渡ろう」「気をつけて」とまめに声かけしてく

ださり，見守り隊が増えたようでありがたいです。子どもの下校時刻は，工事車両にスピード

を出さないよう連絡してくださっているとのことです。 

◆潮見中学校の卒業式の登校見守り（3月 17 日） 

 前日の雨から，さわやかな晴天で卒業式の朝を迎えました。卒業生や保護者の方に「おはよ

うございます。おめでとうございます！」と声がけをしました。このような状況の下，卒業生

の表情は，清 （々すがすが）しく，たくましく，成長を感じられました。人に会う機会が減り，

おめでたい言葉をかけることが少なかった 1 年でしたので，このような活動に参加でき，う

れしく思いました。卒業生のみなさま，おめでとうございます！ただ，気になった点は，業者

の車が正門からすごいスピードで保護者の横を通って行ったことです。お祝いの品の配達か

と思われますが，安全のため，できれば駐車場を利用していただくように，申し送りしていた

だければ，という意見がありました。よろしくお願いいたします。 

◆小雨の中のしおさいこども園の登園見守り（3月 25 日） 

 小雨の中，密にならないくらいの親子のみなさんが園に入られていました。私たちが，園前

で一列に並んで活動していたからか，部屋の中から窓ごしに園児たちが５～６人位こちらを

見てくれて，手を振ってくれてとてもかわいらしかったです。親水中央公園へ移動すると，茶

色いプランターみたいな箱に「電磁弁」と書いてあり，誰でも簡単にあけられ，中の栓も回せ

るものがあり，子ども達があけて回さないか少し心配になりました。 

◆夜間パトロール（3月 30日） 

 以前，セブンイレブンの横に古いバスがありましたが，久しぶりに行ってみるとなくなっ

ていました。でも，駐車場横のスペースに手作り風のすべり台が出来ていました。空きスペー

スを人が集まれるスペースにしておられていてよいなあ，と思いました。支援学校，インター

ナショナルスクール，教会など，今ではもう馴染んでいますが，昔はなかったものやなくなっ

たもの（スーパー），新しく増えた高齢者施設などを通りながら，夜の探検のようでした。車

で通りすぎるだけで，歩いてみると知らない所がある，との声。明るい時に見るとまた違いが
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あるな，と思います。春休みの夜でしたが，子どもの姿は見かけませんでした。陽光公園横教

会の施設の所の街灯（市公益灯№56-111 号）が切れており，後日 4/1 に市の街路樹課に伝え

ました。掲示板の電話番号が間違っていて，個人宅にかかってしまい，びっくりしました。

「市役所は，３１局です」ガチャン！と切られてしまいました。その後，4/3にシールで張り

かえられていました。総合公園ＢＱＱコーナーあたりは工事中で，柵でかこわれていました。

4/13 頃出来上がりとのこと，楽しみです。街灯が切れていましたが，何も番号がついておら

ず，後日 4/1に事務所の方と現地に向かい，説明しました。「いつもは監視カメラで確認して

いるが，今は工事中なので，見ていなかった」そうです。街灯は，場所によって市のものと県

のものがあり（小川から南は県），県のものには，何の表示もないようで，県へ連絡してくれ

るそうです。事務所の方から「北側のバスケットコートの所で，朝見るとタバコの吸いがらが

たくさん落ちている事があるんです。子どもじゃないと思うけど……」と聞きました。子ども

もですが，大人もタバコは体に悪いし，ポイ捨ては絶対にやめてほしいです。 

 

 

 

打出浜班 
◆打出浜小学校，精道中学校正門前のあいさつ運動（2月 1日） 

 打出浜小学校東側の臨港線沿いの歩道では，子どもたちの列が真ん中あたりで道に広がっ

ていました。精道中学校の通学道路では，通行規制の所に１台の車が入ってきました。 

◆精道中学校，打出浜小学校のあいさつ運動（3月 4日） 

 精道中学校の生徒さん達の足元が明るくなっているので，校長先生に聞いたところ，これ

までの白靴下，白靴が華美にならない程度に自由になったそうです。マフラーや帽子も同様

だそうです。打出浜小学校でのあいさつ運動では，一週間の始めですが，子どもたちが元気に

あいさつを返してくれて，すがすがしく思いました。8 時 29 分頃に通過したいつもの児童の

そぶりがけわしくて，少し心配になりました。誰しも，朝のあわただしい時間帯，私たち大人

も，皆が心おだやかに，朝に出発できる雰囲気になれるよう，努力していきたいと思いまし

た。 

◆打出浜小学校前，精中付近下校見守り（3月 12日） 

 今日は雨で傘をさしての下校でしたが，たくさんの児童がいつもよりあいさつを返してく

れました。傘をさしていることもあり，南宮浜公園に降りる階段が渋滞してしまったり，道路

で広がって車にクラクションを鳴らされたり，注意してすぐやめてくれたのですが，傘でチ

ャンバラをする児童がいたり，危険な場面が少し多く感じました。あと，児童の横断を優先し

て止まってくれる車が何台もありました。視界の悪い雨の日だけでなく，歩行者優先，交通ル

ールを守っていくれる運転車が増えてくれればいいなぁと思います。 

◆打出浜小学校，精中正門前下校見守り 大東町 南宮町 春日町（3月 15 日） 

 小学校の下校は，多少広がったりしていましたが，注意すると，すぐ聞いてくれました。中

学校の下校も見守りました。正門が南に移りましたが，車と生徒とは，特に危ない様子もなく

安心できました。 
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◆打出浜小学校，精道中学校正門登校あいさつ運動（3月 18日） 

 打出浜小学校でのあいさつ運動では，子どもたちと一緒に登校しました。低学年の女の子

に「愛護の人でしょう」と声をかけられました。「何しているの？」などに，「みんなが危なく

ないように一緒に行っているよ」などお話をしながら登校しました。以外に浸透しているこ

とをうれしく思いました。精道中学校では，校長先生が愛護メンバーを校内に案内してくだ

さいました。中学校の校内は明るく，一休み出来るベンチもできて，玄関前にリースなども飾

られ，暖かい雰囲気になっていました。 

◆夜パトロール コーヨー前→海浜公園→浜風大橋沿い→コーヨー前解散（3月 19日） 

 公園もトイレもゴミもなくきれいで，浜沿いのウォーキングコースも人通りも少なく，子

どもも見かけることもなく，何の問題もなかったです。 

◆打出浜小学校修了式下校見守り～パトロール（3月 25日） 

 ①危なかった横断歩道 春日集会所前の歩道を低学年の男児 1名が左右の車を確認せずに，

ふらっと，しかも横断歩道から少しずれた所を渡ろうとしました（鳴尾御影線）東から来た車

が急ストップしました。私は，少し離れた西の方から向かっている所で見ました。すぐに児童

を追いかけて，注意しました。事故にならないで良かったですが，未然に防げるようにつなげ

ていきたいです。②大東公園では，３月はコロナで公園のゴミ拾いは中止でした。見守りの

後，他の委員が大東公園に立ち寄ると，西宮から来られた，という男性の方がごみそうじをさ

れていました。以前，お孫さんとよく遊びに来ていたので，ごみが多かったので，そうじをし

てくださっていました。どこの市とか関係なく，お掃除できること自体，大人の鏡だと思いま

した。③大東町方面への下校見守りでは，傘をさしながらも，道に広がる事もなくあいさつも

返してくれ行儀よく下校していました。 

 

 

浜 風 班  
 

 

◆雨の潮見中学校の朝のあいさつ運動（3月 2 日） 

 くろ橋に集合して，潮見中学校へ向かいました。雨だったので，歩道橋に向かう小学生の列

と中学校方面に向かう中学生の列がこみあい，行列になっていましたが，誘導してくださる

方のおかげで，それぞれの流れが出来ていて，ぶつかり合うことなく登校できていました。今

朝は，あいさつ運動の告知を前日にメールで流していた成果もあってか，１年生の保護者の

方がたくさん来てくださっていて，いつもよりもにぎやかなあいさつ運動になりました。小

雨の中，傘もささずに登校する男子がちらほらいて気になりました。若いから風邪ひかない

のかな（笑）大きな声であいさつし返してくれる子，聞こえているだろうけれど，恥ずかしい

のかそのまま通りすぎる子などいろいろな子がいました。 

◆朝のパトロール～あいさつ運動（3月 15日） 

 今日はとてもいいお天気です。「浜風あすのこども園」のあいさつ前に久々のパトロールで

す。新浜公園も，東浜公園も，犬の散歩をされている方が数名。静かな公園です。桜の木は，

まだつぼみかたし……といった感じです。まだまだ咲きそうにありません。浜風北公園に箱
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のようなものがふたつ，何かと思って近づいたら「コンポストＢＯＸ」と書いてありました。

「枝や葉っぱから土を育てるＢＯＸ作り」というイベントが２月にあったようで，箱の中に

は葉っぱがいっぱい入っていました。こども園のあいさつでは，元気いっぱいの子ども達が

登園してきました。９時前後は，登園のピークでとてもにぎやかでした。今日はいいお天気な

ので，すぐに園庭で遊ぶ子ども達もたくさんいました。 

◆潮見中学校の卒業式（3月 17 日） 

 すがすがしい朝です。今日は，潮見中学校の卒業式です。コロナの関係で，在校生はお休み

らしく，卒業生だけの最後の登校です。卒業生だけのため，登校してくる生徒がまばらで少な

い。あいさつしてくれる生徒も無言で通り過ぎる生徒もいれば，ちゃんとあいさつを返して

くれる生徒も。見慣れた顔の生徒さんも今日で最後か，と思うとさみしいものです。生徒たち

の登校の後，ちらほら保護者の方たちも登校されてきました。「おめでとうございます」の一

言を添えると，保護者の方々も皆笑顔で“やっと卒業”といった顔でした。例年の卒業式で

は，寒い思い出でしたが，今日は良いお天気で暖かい日でした。コロナ対策のため，式場は，

あちこち換気されていましたが，本日のこの日を迎えられてよかったなぁ，と思いました。 

◆浜風小学校卒業式 西門あいさつ運動（3月 23日） 

 今日は浜風小学校の卒業式でした。男の子はスーツ，女の子は袴姿もあり，晴れやかに，ち

ょっと恥ずかしそうにあいさつを返してくれました。保護者の方も笑顔で愛護委員の方へ来

てくださって「６年間見守りありがとうございました」と感謝の言葉をかけてくれました。と

ても心があたたかくなりました。ご卒業おめでとうございます！！ 

◆浜風小学校学校支援ボランティア連絡会（3 月 25日） 

 学校支援ボランティア連絡会に参加しました。学校長，教頭先生と地域の方々との意見交

換会をいたしました。地域で活動されている方々との顔あわせで，普段はなかなかお会いで

きないですが，朝の見守りをしてくださっている方々から，子ども達の登校の様子をおうか

がいでき，このような場で地域と学校，私達保護者が，お互い分かり合えることは，大切なこ

とだと思いました。そして，連絡会を通して，多世代の人がつながり，輪を広げていくのは大

切なことだと感じました。いろいろな方のおかげで，子ども達だけでなく，私達保護者も地域

で見守られていることを改めて感じた連絡会でした。修了式と重なり，子ども達の下校見守

り，雨の中，元気に帰る子ども達の姿を見て，元気をいただきました。 

 

  

今年度も愛護委員さんの生の声を伝えるために，活動報告の原文を掲載させていただ

きます。 

なお，個人のプライバシーに関わる内容については，ご相談させていただきます。 
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   気がついたことがあったら，ご連絡お願いします。 

 県道の不具合は         西宮土木事務所 0798-39-6124 

                      西宮市櫨塚町 2-28 

 ２号線の不具合は        神戸維持出張所 078-411-5132   

                      神戸市東灘区本山南町 4-1-18 

 ４３号線より南の河川の不具合は 尼崎港管理事務所 06-6412-1361 

       （芦屋川，宮川，湾岸）    尼崎市道意町 7丁目 21番地 

 道路・公園に関する件・・・・・・道路・公園課     38-2062 

 街路樹，公益灯に関する件・・・・街路樹課       38-2470 

 芦屋川河川敷の草関係・・下水道課（県に取次ぎ）    38-2064      

芦屋市に関する事項（道路・公園・街路樹など）でしたら，芦屋市のＬＩＮＥによる通報が  

できます。芦屋市が管理する道路と公園の不具合について情報提供できます。 

下記のＱＲコードを読み取ってラインにお友達登録できます。 

 

 

 

 

 雑感 

今年は，花が咲き始めるのが早く，卒業式に桜が咲き，八重桜，ヒラドツツジ，フジ……と 

次々に花開いています。フジの花には，クマバチが集まっています。花は，心をなごませて 

くれます。 

昨年の今頃は，第１回の緊急事態宣言の発令で，学校園は休校園になりました。今年は， 

コロナ禍でも元気に歩いて登校園する児童，生徒たちがいます。子ども達の「おはよう 

ございます」「さようなら」の声に元気をもらっています。今年度もどうぞよろしくお願い 

いたします。 

 

 

 

愛護班通信の投稿は下記のメールアドレスへお願いします 

<E-mail> aigo_c@city.ashiya.lg.jp 

 

 

 

 

mailto:aigo_c@city.ashiya.lg.jp
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＜４月の行事予定＞ 
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＜５月の行事予定＞ 
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＜６月の行事予定＞ 

 

 

 

 

 

 


