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すみれガ丘小学校区まちづくり協議会  
「コミュニティすみれ」とは？ 

まちづくり協議会は、宝塚市を 20 に区分けし、概ね小学校区ごとにつくられています。 

「コミュニティすみれ」は、すみれガ丘小学校区のまちづくり協議会として、自治会・PTA その他の団体

により組織され、地域の課題解決に取り組み、宝塚市とも協働してわたしたち一人一人が互いに尊重し合え

るまちづくりを目指しています。 

 

コミュニティすみれ 今年度の活動予定 

いつもコミュニティすみれの活動にご協力いただき厚くお礼

申しあげます。 

５月２５日、５１名の幹事出席のもと第２１回定期総会が開催

されました。昨年度の活動報告、決算報告につづき今年度の活動

計画、予算が承認され平成３０年度がスタートしました。今年度

は従来からの活動に加え、新まちづくり計画やネットワーク会議

など新しい活動が本格化し、非常に忙しい年度になることが予想

されます。役員一同、安心安全のまちづくりをめざし努めてまい

りますので、引き続き皆様のご協力をお願い申しあげます。 

コミュニティすみれ代表 川上 操 

コミュニティすみれより 



 

 

 

 

 

  

ラ・ビスタ宝塚団地自治会 
日頃より自治会活動へのご理解・ご協力頂き

まして有難うございます。 

 当自治会は、住民の皆さまに「安心・安全」で

快適に過ごして頂けるよう、住みたい街から住

み続けたい街づくりを目指し、地域諸団体の皆

さまや行政機関とも常に連携を図り、信頼され・

愛される自治会となりますよう、ＰＲにも努め

てまいります。 

役員一同協力しあって頑張って行きたいと思

っておりますので、皆さまのご協力をこれから

もどうぞよろしくお願い致します。 

ラ・ビスタ宝塚団地自治会会長 野田久美子 

 

 

 

 

各自治会より 

御殿山北自治会 
平成 30 年度も、この桜の満開のように自治会の

方々の御協力、御意見を頂き、地域の皆様と共に「住

みやすい街づくり」に取り組み、コミュニティーの

場をさらに、広げていけたらと願っています。 

御殿山北自治会の課題でもあります、災害時の

「要援護者支援制度」「自主防災」の取り組みにつ

いては今年も課題ではありますが、出来る事から努

力していきたいと思っています。 

これからも皆様のご協力など、どうぞよろしくお

願い致します。 

御殿山北自治会会長 小西宏行 

 

 

３年前に「見守り」をテーマとして、コミュニティすみれ、

ラ・ビスタおよび御殿山北の各自治会、ささえ愛ネット、民生

児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、および宝

塚市行政が参加してスタートしました。昨年度末からは地域の

店舗、企業にも参加を呼びかけ、見守りのできるまちを目指し

て話し合いを続けています。 

６月の会議では約３０人が参加して、「個人個人では異なるイ

メージを持つ『見守り』についてある程度の共通の認識を持つ」

ことを狙いとして実例をもとに話し合いをしました。また、新

しく引越ししてきた人や、リタイヤ 

して地域での活動を始めたい方を念 

頭に置いて地域の情報誌作成を進め 

ています。 

 



 

 

  

盆おどりの夕べ 

まちづくり計画見直し 

 
ご協賛のお願い 

協賛を 1口 1,OOO 円にて受け付けております。なお、協賛いただいた方は、盆おどり会場

及び第 65 号広報紙にてご芳名を披露させていただきます。 

詳細についてはお問い合わせください。 

問い合わせ先（川上） ＴＥＬ/ＦＡＸ  85-7026  

                   

ボランティア募集（必要な方にはボランティア証明を発行します） 

ボランティアでご協力いただける中学生・高校生・大学生・一般の方を募集しています。 

日時 8 月 4 日（土）雨の場合 5 日（日） 15 時 3O 分～21 時（この内の 2～3 時間程度） 

内容 模擬店の開店準備と販売  

ご協力いただける方は 7 月 2O 日（金）までに、 

⓵お名前 ⓶協力いただける時間帯 ⓷学生の方は中・高・大の区分と学年を下記アド

レスまでご連絡ください。お友達と一緒にボランティアに参加される方は代表の方が一括

で連絡をお願いします。 

申込みいただいた方には、詳細について 7 月 25 日（水）までに連絡いたします。 

ボランティア申し込みアドレス k_sumire_takarazuka@yahoo.co.jp 

平成３３年度から始まる「第６次宝塚市総合計画」の基礎データの

一つとして、まちづくり計画作成を行政より要請されています。平成

１７年に作成した、現まちづくり計画を見なおし新計画を作成するこ

とになります。高齢者福祉の視点だけでなく、子育て世代、現役世代

の視点も幅広く取り入れて、安全・安心のまち実現へ向けて取り組ん

でいく所存です。アンケートなどのお願いもあるかと思いますが、ご

協力よろしくお願いします。 

 



 「いきいき百歳体操」 
（７月～９月の予定） 

日時 毎週月曜日 １０時～１１時３０分 

          ※祝祭日及はお休みです 

場所 ラ・ビスタ宝塚コミュニティセンター 

              （管理センター）２階 

おもりを使った筋力アップ体操講座です。 

申し込みはいりません。動きやすい服装で

お越しください。 

持ち物 タオル・飲み物 

コミュニティすみれ 健康づくり推進員 

宝塚北高等学校との 

「合同清掃」 
宝塚北高１年生・宝塚北高 PTA のみな

さんと一緒に、すみれガ丘小学校区内・

宝塚北高生通学路の清掃を行います。 

◆ 日時 ７月 18 日（水）（雨天中止） 

集合 10 時 20 分 

◆ サウステラスにお住まいの方は南公

園、それ以外にお住まいの方は中央

公園入り口に集合してください。 

市内一斉防犯活動 
        （７月～９月の予定） 

日程  ７月１７日（火）  

９月１８日（火）   

時間  １４時４５分～（1 年生下校時間） 

１５時４０分～（2～6 年生下校時間） 

  
宝塚市内では子どもたちの安全確保、不審
者の抑止等のために、原則として毎月第３
火曜日を、市内一斉防犯活動日としており
ます。地域の皆様には小学生の下校時間に
合わせてのご協力をお願いしております。 
ご都合のいい時間に、子どもたちの見守り
をお願いいたします。 

 

出前児童館 
毎月、 
第１月曜日 ウエスト１番館集会室 
第２月曜日 オクシア集会室 
第３月曜日 エスティオ集会室 
第４水曜日 レフィナスキッズルーム 

にて開催しています。 

各会場とも１０時３０分から１２時迄です。 

乳幼児を対象にした遊びです（無料） 

保護者同伴で遊びに来てくださいね！！ 

※ 開催日が祝祭日の場合はお休みです。 

御殿山児童館 ☎８５－５１５５ 

イノシシに注意！！ 
ラ・ビスタ宝塚団地内、 
御殿山４丁目周辺 
に出没中。 

まちづくり協議会　コミュニティすみれ
【収入の部】                （単位：円）

科　　目 予　 算 実　績 内　　　　　訳

 前年度より繰越金 294,542 294,542

386,000 386,000  「宝塚市まちづくり協議会補助金交付要綱」に基づく補助金1～3号の事業

170,000 170,000  同上　4号の事業

110,000 110,000  コミュニティ支援事業　ステップアップ事業

30,000 28,000  年末年始地域ささえ愛事業

200,000 200,000  ラ・ビスタ宝塚団地自治会(内100,000は盆踊り）

20,000 20,000  御殿山北自治会

60,000 64,100  すみれサロン

0 11,700  子ども料理教室

0 9,300  カレー昼食会

 協賛金 250,000 309,000  ｺﾐｭﾆﾃｨ事業協賛金

600,000 923,730 盆踊り模擬店売り上げ

0 20,000 小学校より昔遊び謝礼金

 預金利息 0 4

合　　　計 2,120,542 2,546,376

【支出の部】

科　　目 予　 算 実　績 内　　　　　訳

30,000 54,325  消耗品費

1,000 432  雑役務費

14,000 14,992  印 刷 費

20,000 5,322  通 信 費

15,000 17,348  会 議 費

15,000 3,200  交 通 費

0  雑費

0 6,402  対象外（カレー昼食会食材費等）

 広 報 紙（市補助金２号の事業） 140,000 130,417  4回 発行

70,000 75,890  星の観測会（2回開催）

10,000 3,530  美化活動

15,000 13,253  地域安全対策活動

30,000 27,143  あいさつ運動

48,000 48,367  緑化活動

15,000 13,439  映画観賞会（２回開催）

1,300,000 1,401,208  盆おどり

150,000 150,101  すみれサロン（１２回開催）

15,000 10,517  異世代交流（子ども工作教室・昔遊び）

20,000 25,636  健康講座（子ども料理教室）

10,000 2,222  福祉人材育成（見守りネットワーク会議）

5,000 5,936  福祉ネットワーク会議(地域情報紙作成会議）

35,000 28,291  健康体操（いきいき百歳体操）

年末年始地域ささえ愛事業 110,000 78,267  もちつき大会

（支出計） 2,068,000 2,116,238

次年度へ繰り越し 52,542 430,138

合　　　計 2,120,542 2,546,376

現金 219,002

池田泉州銀行　 普通預金 211,136

繰越金の内訳

組織運営費

コミュニティ支援事業
及び

まちづくり計画推進事業

　平成29年度 会計収支決算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

 雑 収 入

 参 加 費

 宝 塚 市 補 助 金

 社会福祉協議会助成金

 自 治 会 協 力 金・協賛金


