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昨年９月１４日（土）～１５日（日）に一小体育館で、未就

学児８名を含む１６家族５０名の親子を対象に１泊２日の

防災キャンプ（避難所運営訓練）を行いました。初めての避

難所宿泊体験で、暑い・床が堅くて寝られないなど貴重な意

見を多くいただきました。 

今年も６年生が地域の方々や保護者の皆

さんと一緒に、昔ながらのもちつきを体験

し、つきたてのお餅を味わいました。 

最後には 6 年生の皆さんの歌が披露され、

参加者から大きな拍手が送られました。 

子どもたちがこれからもずっと、

この地域の一員として健やかに育っ

てくれることを願っています。 

阪神淡路大震災から 25 年。 

もちつき大会は、当時避難所と

なった一小への感謝の気持ち

と、まちを元気にしたいという

思いからはじまり、その思いを

繋ぎながら、地域で子どもた 

ちの卒業を祝う行事として 

続いてきました。 

１０月２６日（土）には、水中歩行訓練や寿楽荘

自治会による支多々川からの揚水訓練を含む合同

防災訓練を行いました。また、一小校区地区防災委

員会での自治会ブロック毎の災害想定、避難の仕

方、要援護者対応などを検討する学習会や仏教大学

の後藤先生による講演会も行いました。 

２０２０年度も、避難所運営訓練、防災訓練、学

習会を予定しています。多くの方が参加され、防災

意識が深まることを期待しています。 

現在宝塚市では、市政運営の指針となる「第 6 次総合計画(2021 年～30 年)｣を策定中です。 

市内各まちづくり協議会が策定した「まちづくり計画」を市の総合計画に位置づけるにあたり、一小 

まち協でも校区内の自治会・マンション管理組合・小学 5 年生への「アンケート調査」、中学生との座談会、

諸団体との意見交換会などを実施し、地域課題を出し合って解決のための行動計画案を策定しました。 

計画のスローガンは「住み続けたいまちづくり～持続可能なまちをめざして」。10 の将来目標、４つの

基本計画(重点プロジェクト)、24 のアクションプランからなる計画となりました。（概要は別紙でご確認ください） 

計画を実行するためには行政の予算とマンパワーは不可欠ですが、何より校区住民のみなさま一人ひと

りが担い手となってまちづくりを推進することが必要です。 

最後に計画策定にご協力いただきました 

みなさまに感謝申し上げます。 
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阪神淡路大震災から 25 年となる 1 月 11 日（土）宝塚公会堂
で、宝塚市第２地区民生児童委員協議会と地域交流部会との共催で
震災フォーラムを開催しました。 
避難所となった当時の一小校長金岡輝子さんと、当時民生委員と
して活躍された井上芳子さんに登壇いただきました。 
金岡さんは、避難所のルールがなくて困ったことや地域に支えら
れて助かったことを具体的にお話しされ、みんなで当時を振り返り
ました。井上さんには、避難者を支援するきっかけや近隣から大鍋
や井戸水の提供を受け、地域や育友会のボランティアを交代制にし
て乗り切ったことなどをお話いただきました。 
お二人のお話は、当時の避難所運営のノウハウですが、 

「ネットワークと顔の見える関係づくり」が今後も大切だという教訓でもあります。 
参加者で当時の記憶をたどり、「イザという時の地域力」を考える機会となりした。 

 

 

皆さんは身の回りに危険を感じたことはありませんか？ 

土砂崩れや浸水、暗い夜道、思いもよらない事故・ ・ ・ 

一小児童対象の防災教育や自転車乗り方教室、校区の危険箇

所点検などを通して、様々な不安に寄り添う活動をしているの

が安全部会です。また昨年度からは高齢者向けに悪徳商法や特

殊詐欺の被害に遇わないための講習会や生活に根づいた防災訓

練などを始めました。 

いざというときの備えは必要です！しかし、担い手が増えま

せん。関心はあるけどどうすればよいかと『二の足』を踏んで 

いるあなた、一緒に考え、学び、安全ソムリエになりませんか？ 

ご参加お待ちしております。 

福祉部会では、２年にわたり「ブロック別地域福祉ネットワーク会議」を開催しました。 

一小校区を4 つのブロックに分けてそれぞれの課題などをまとめ、可視化できるものは

ＧＩＳ(地理情報システム)で地域の方々との情報の共有化を試みました。 

こうした取り組みで浮かび上がった課題など、今後、社会福祉協議会を

はじめ地域のみなさんと一緒に考えていきたいと思います。 

高齢化社会における課題、核家族化による子育て世代の不安、こうい

った状況の中で各世代が助け合える地域になるにはどうしたらいいで

しょうか。身近な事から考えていきませんか。 

環境部会の主な活動内容は 

◎春と秋の支多々川河川清掃 

◎秋の寄せ植え講習会 

◎光ガ丘中学校環境ボランティアへの参加 です。 

支多々川河川清掃では、近隣の自治会や小学校育友会にも声

をかけ、毎回 20 名ほどの参加を得て、河川敷や川の中をきれ

いにしています。 

寄せ植え講習会では、グリーンアドバイザーを講師に招いて

かわいいお花の寄せ植えを幅広い年齢層の参加者と楽しみ、光

ガ丘中学校環境ボランティアは中学校敷地内に芝生を貼ったり

お花の手入れをお手伝いしたりしています。 

お花が大好きな方、地域の活動にちょっと興味のある方…ま

ずは毎月第２木曜日 10 時に宝梅ハウスをのぞいてみてくださ

い。私たちと一緒に活動しませんか？ 

福 祉 部 会  

安 全 部 会  

環 境 部 会

“あの日”から地域と未来を見つめるフォーラム 



月 「一斉清掃」 
（カレーの炊き出し） 

 

 

2 月 9 日(日) 一小視聴覚室にて校区の老人会宝楽会さ

んとの共催で多世代交流囲碁ボール大会を開催。 

「囲碁ボール」とは五目ならべとゲートボールを組み

合わせた丹波市発祥のニュースポーツで、当日は真冬の

寒い中でしたが、小学生からシニア世代までの混成チー

ムでゲームを楽しみました。 

会場は熱気あふれるプレイでエキサイト！多世代交流

の楽しい時間をすごしました。 

参加した方からは、自治会でも採り入れて囲碁ボール

を広めたいとの声も寄せられました。 

一小まち協として初めて地域全体で子育てを考えるつどい

を開催しました。講師は、課題のある子どもやその家族と関わ

ってきた“ふらっとスペース金剛”の元代表岡本さと子さん

です。参加者と意見交換するワークショップも行い、地域の

方々のちょっとした声かけや子どもを褒めることが、子育て

しやすい環境づくりにつながることを確認しました。 

講演前にはピアニカ楽団ドリニカのミニコンサートもあり、

参加者も一緒になって楽しい音楽のひとときとなりました。 

今後、子育てを考える継続した取り組みにしていきたいと考

えています。 

武庫山１丁目自治会では、武庫山公園を拠点に、 

４月「春のつどい」 

１０月 防災機材の使用や心肺蘇生法・ 

ＡＥＤ操作による消防・救命訓練 

１１月 一斉清掃時の炊き出し 

の年 3 回のイベントを通して、住民の交流を深める 

とともに、非常時に備えて日々の防災意識を高める 

活動をしています。 

月「消防・救急訓練」 

＜自治会紹介 Ｖｏｌ.２＞ 

武庫山１丁目自治会 
４月「春のつどい」 

（豚汁の炊き出し） 

地域交流部会  

子育て部会  

＜Ｖｏｌ.３＞紅葉ガ丘自治会 

「紅葉ガ丘」は、六甲山系の麓に

広がる緑豊かな住宅地です。 

周囲を山に囲まれ自然環境に 

恵まれた丘陵地ですが、イザ❗️と 

いうときは支えあえる地域をめざし、毎年防災訓

練や防災学習会を続けています。また近隣との交

流を図るため、地元甲子園大学の施設をお借りし

て親睦行事を行っています。    

11/3 甲子園大学 

紅葉祭模擬店出店 

 

12/7 

紅葉ガ丘地区防災訓練 

 



 

 

宝梅ハウス祭 

一小宝梅ハウスご利用のご案内 

新しく教室やサークル活動で利用いただけ

る方、ご相談ください。コピー機と印刷機も

備えています。皆様是非ご活用ください。 

詳細は電話にてお問い合わせください。 

月曜～土曜日 10時～12時 担当者在室 
（祝日は除く） 

    ０７９７－５７－９０６０ 

11月１６日(土)第 1回宝梅ハウス祭を開催し

ました。この催しは宝梅ハウスを地域の方々に

もっと広く知っていただき、いろいろな教室や

サークル活動で使用したり、気軽に立ち寄って

おしゃべりができるサロンにしたいとの思いで

企画しました。 

当日は好天にも恵まれ、近隣の方や日頃ハウスを利用されてい

る方々に多数来場いただきました。バザー、手作りぜんざい、

挽きたてコーヒーを楽しんだり、習字教室の作品を鑑賞したり

と楽しい一日となりました。 

これを機に 2回、3回と続けていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

武庫川周辺（宝来橋～宝塚大橋）散策空間整備事業が

始まりました。 

県と市が連携して、市民がくつろぎ、交

流できる河川敷公園等を整備し、「憩い」

や「賑わい」の場づくりが進められていま

す（令和元年度～令和 5年度(予定)）。 

地域では「まちづくり計画」に位置づけ

られている「宝塚南口・武庫川右岸のにぎ

わいづくり」に県や市と協働して取り組

みたいと思います。 

最新ニュースを

ご覧ください。 

子育てふれあいサロンのご案内  
 

4 月から、未就園児と保護者を対象に、相互交

流や情報交換、息抜きの場として気軽に集える

「子育てふれあいサロン」を始めます。 

ささいな心配事の相談にものりますよ。 

どうぞ気軽に遊びに来て下さい。（無料です） 

日 時：毎月第 2 金曜日 10～12 時 

場 所：一小宝梅ハウス 2 階 
       （宝梅 1 丁目 12-43） 

 

総会のご案内 
 

５月１0 日（日）１０時から

一小視聴覚室において一小ま

ちづくり協議会定期総会を開

催します。校区にお住いの方

はどなたでも傍聴できます。 

地 域 情 報 

お し ら せ 
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