
みんなで 心 にコミュニティの灯をともそう http://yamamotoyamate.sakura.ne.jp 

第７1号 201７.６. ３ 山本山手地区まちづくり協議会（発行責任者：奥野 廣明  広報：紀村 宏） 

コミュニティ定例総会開催 
5月20日(土)、CoKoセンターに於いて「平成29年度山本山手コミュニティ定例総会」を開催し、 

 ＊平成28年度事業報告、会計報告及び監査報告 

 ＊平成29年度役員の選出 

 ＊平成29年度事業計画、予算案 

についてご報告し、承認して頂きました。 

これも偏に運営委員を始め地域の皆様のご協力とご支援の賜物と感謝申し上げます。 

山本山手地区まちづくり協議会（略称、山本山手コミュニティ）が設立されて18年。この地区をどの様なまちにするかと言う、「まちづくり 

計画」が策定されて11年が経ちました。設立当初に比べると、世帯数も人口も約3倍に増え、本年3月末で3239世帯、8965人となって 

います。阪急宝塚山手台（仮称）４－A工区新街区のお披露目会も始まり、これからの数年間も人口増が予想されます。このようなことから、 

「まちづくり計画」が策定された１１年前とは取り巻く環境が大きく変わってきています。これらの背景を鑑み、本年度はコミュニティと 

して次の点に注力し運営して行く所存です。 
 

１．この地域をより安心・安全で心豊かに暮らせる、明るく楽しいまちにするために、環境、防災・防犯、福祉に重点を置き、11年前に 

  策定した「まちづくり計画」を見直します。 

２．子育て支援の為の『子ども館』とコミュニティの活動拠点としての『わいわい館』を併せ持ったCoKo（Community+Kodomo） 

  センターが7年前に臨時駐車場を含め約700坪の敷地に建設されました。ところがこの700坪の敷地管理がコミュニティの重荷に 

  なってきています。本年度はこの敷地の有効活用を地域の皆様のお知恵を拝借し、検討を進めます。 

３．山本山手地区は40年以上前に開発され、今では、高齢化の進んだ町と現在開発中で子育て真最中の方が多く住む町が混在しています。 

  標高差も約２００ｍありますが、地区内の交流を盛んにして、老若男女の交流を深め、地域全体で子供達の健やかな成長を支援して 

  行きます。 

４．地域の防災体制強化の為、安全部を独立させ、避難訓練を通じて地域の災害リスクを学び、現時点での防災力の検証を行い、 

  順次防災力アップを図ります。 
 

山本山手地区の自治会、民生委員、PTA等の諸団体、山手台中学校、山手台小学校、長尾幼稚園、コミュニティ専門部会の各代表で 

構成される運営委員会を中心に、地域の皆様と力を合わせて、行政との協働を進め、安心・安全で心豊かに暮らせる、明るく楽しい町に 

して行きましょう。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 



青少年育成部 

●子ども達が安心かつ安全に楽しくのびのびと過ごせるような地域づくりと、子ども達が「このまちが好きだ」と言えるような 

 まちづくりを目指す。継続的な行事への参加を促し、子ども達の規則正しい生活と健全な育成を願い活動する。 

 ・ふれあいラジオ体操： 山手台中学校にて、夏休み・春休みに実施 

 ・交通安全教室の開催： 山手台小学校 

 ・安全マップラリー：  夏に予定 

 ・研修バスツアー：   夏に予定 

福祉部 

●「誰もが安心なまちづくり」をめざして、広域地域住民への福祉活動を行うことを目的とする。 

 ・サロン山本山手： 年3回（6月16日、10月20日、2月16日） 

 ・健康ストレッチ： 毎月第3木曜日 

 ・介護予防教室：  各自治会からの要望に応じ状況提供 

 ・「山本山手地区ネットワーク会議」の開催 

環境美化部 

●“緑豊かで、美しい町並み”の継承に努める。 

・2006年策定の“まちづくり計画”を今後１０年先を見据え、“環境”の観点から見直しを実施 

・Coko Center南斜面の活用案の検討 

・欅道路、あじさいロードの美化活動 

・あじさいロード保全委員会のサポート 

専門部会の事業計画と子ども館だより 

交流事業部 

●より多くの方々と集い、楽しいまちづくりを目指す。 

 ・カフェ山本山手： 集いの場・地域のたまり場として、気軽に自由に寛げる空間を提供 

 ・わいわい広場：  お茶を飲むだけでなく、積極的にふれあうための場所を提供 

  「フォトの時間」「ソーイングの時間」「クッキングの時間」「パソコンの時間」「ワの時間」「ホットの時間」を開催 

   講師を招いての「わいわい塾」（料理教室、和菓子作り教室、クラフト教室等）を開催 

   ママWELCOMEタイムを開催   宝塚保健センターによる健康相談を開催 

   宝塚市社会福祉協議会による暮らし相談他を開催   パソコン講座、お楽しみ会（DVD鑑賞･ストレッチ等）を開催 

文化部 

●コミュニティ文化活動を創出し、「心豊かで人に優しいまちづくり」を目指して、住民の参加による「ふれ合いの場」 

 「コミュニケーションの場」を提供し、住民のふれあいと、地域文化の向上を図る。 

 ・春のミニハイキング：    4月 川西市の古墳群 6月 中山奥の院 

 ・手作り教室（鍋帽子）：   9月頃 わいわい館にて 

 ・秋のミニハイキング：    10月頃 未定 

 ・手作り教室（手打ちそば）： 11月頃 計画中 

 ・手作り教室（正月飾り）：  12月 わいわい館にて 

 ・手作り教室（みそ作り）：  2月 わいわい館にて 

 ・フリーマーケット：     3月 わいわい館にて 



ご懐妊おめでとうございます。安全で快適なお産ができるように 

外来診療 月 火 水 木 金 土 日祝
AM 9：00～
　　　12：00

〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

PM 5：00～
　　　7：30

〇 〇 〇 － 〇 － －

〒665-0881 宝塚市山本東3-14-5  TEL：0797-80-4103 

http://www.hirano-mc.com/       院長  平野 剛 

心地よいマタニティライフを過ごせるようサポートいたします。 ファミリーガーデン陽春園 
営業時間/9：00～18：00 駐車場完備 

当店は季節の草花、宿根草、グランドカバー類、山野草、花木類、果樹、園芸資材など、 

様々な商品を取り揃えた園芸店です。皆様のご来店お待ちしています。 

〒６６５－０８８５ 宝塚市山本台１－６－３３ 

ＴＥＬ ０７９７－８８－２１１２ ＦＡＸ ０７９７－８８－０３９７ http://www.yoshunen.co.jp 

宝塚市立山本山手子ども館 

所在地：宝塚市山手台東１－４－１ ☎0797-89-3322 

ブログＵＲＬ：http://kodomokan.blog.so-net.ne.jp/ 

開館時間：月曜～土曜 10：00～17：00（12：00～13：00休館） 

休館日：日曜・祝日・年末年始・宝塚市に気象警報が発令された場合は休館 

アクセス：阪急バス 宝塚山手台１丁目バス停下車すぐ 

駐車場あり（入庫台数に制限あり） 

山本山手子ども館は０歳～１８歳までの子ども達とその保護者が自由に利用できる施設です。 

お気軽に遊びに来てください！ 

＊定期プログラム＊（参加には事前申し込みが必要です） 

  ・にっこり赤ちゃん(０歳児)     ・うさぴょん(１歳児)  

  ・運動遊び（1歳児～未就園児）   ・ちょき・ぺた・大好き(２歳児～未就園児)  

  ・カレンダー作り(１歳児～未就園児) ・お誕生日会(１歳児～未就園児)  

＊出前児童館＊（申込み不要で自由に参加できます） 

  子ども館からおもちゃをもって各自治会館へ出向き一緒遊んだり工作したりします。 

   ・第2水曜 山手台西4丁目自治会館  ・第2・4木曜 山手台東5丁目自治会館 

    時間 10：00～12：00 時間中ご自由にお入り下さい。 

  今年は午後の時間帯にも出前児童館を開催します！！ 

  西4丁目自治会館  ６月１６日（金）・１１月１７日（金）時間14：00～16：30      

  東5丁目自治会館  ９月２１日（木）・ ２月１５日（木）時間14：00～16：30 

＊その他不定期プログラム（小学生向けや保護者向け講座等）も随時開催しています。 

  詳しくは毎月発行の『子ども館だより』をご覧ください。 

＊ボランティアさんを募集中！！（将棋教室や野菜作りのお手伝いをしていただける方） 

健康推進部 

●こころの健康づくり＝交流の場づくりや生きがいづくり 社会参加の促進を図り、閉じこもり 

 などの防止を推進、一緒に健康づくりを行い、親睦を深める。 

 ・健康体操： 健美操・ダンベル体操・ホール体操・ストレッチ 

 ・健康相談： 健康相談、血圧測定、体脂肪測定、健康づくり教室（2回開催予定） 

安全部 

●地域の防災・防犯を考え、大災害時への備えと、より安心・安全なまちづくりに努める。 

 ・2006年策定の“まちづくり計画”を今後10年先を見据え、”防災・防犯“の観点から 

  見直しを実施する 

 ・地域の耐防災実力確認と総合避難訓練の実施 

 ・地域の起こりうる災害内容を知り、必要な防災・減災への備えを進める 



コンピューター時代の右脳開発そろばん・あんざん 

樋 上 珠 算 塾 

日本珠算連盟・兵庫県珠算連盟・西宮珠算振興会・宝塚珠算連盟 商工会議所認定教場 

ウエ ヒノ 

山手台教場 清荒神教場 
・山本山手 

(CoKoｾﾝﾀｰ内わいわい館) 

宝塚市山手台東1-4-1 

火・金曜日 午後5時～8時 

・清荒神新自治会館 

宝塚市清荒神4-9-12 

月・金曜日 午後4時～9時 

問い合わせ先【事務局】 TEL：0797-87-6849 

♪音脳リトミック教室♪ 【いろは】 

癒しの弦楽器『ライアー』を取り入れた 

☆体験レッスンもあります☆ 

五感を全て働かせて楽しむリトミック♪ 

マタニティ・ベビー・キッズクラスがあります 

山本山手CoKoセンターにて 

月2回 月曜日10時～ 

TEL    ０９０-２１１２-５１７２    いぐち ともこ 
MAIL    iroha.warabe@gmail.com 

BLOG    http://ameblo.jp/chocolat-bear21825928/ 

毎週木曜日 15：30～16：30 対象：幼児～小学生 

こどもの未来に大切なこと ここにあります 

山本山手CoKoセンター わいわい館 (無料体験受付中) 

絵本と英語を通じて豊かなことばと人間力を学びあう教室です 

お問合せ 

０９０－４３７６－５３４６（なかで） 

cafe7425@gmail.com 

学研CoKoセンター教室 
「学び楽しむ力」「学び気づく力」「学び続ける力」「学び活かす力」 

考え方がわかりやすく説明された教材を使って 

自分で考える力を育みます。 
２ 歳児 ： わかばちゃんクラブ（１：１０～） 

山本山手CoKoセンター内わいわい館（月水） 

指導者 ： 長井 敏美 

Tel ： 090-8216-6238 

Mail ： fami-t.n.73111@i.softbank.jp 

わかばちゃんクラブは 

予約制です。 
お電話して下さい！ 

小学生 ： 算数 ・ 国語 ・ 英語（３：００～） 

幼 児 ： もじ ・ かず ・ ちえ（２：００～） 

宝塚市のまちづくり協議会について 

宝塚市内には、現在、概ね小学校区ごとに20の『まちづくり協議会』があります。皆様は『山本山手地区まちづくり協議会』 

（略称、山本山手コミュニティ）に所属しています。 

まちづくり協議会とは、そこに住む人の課題やニーズを解決するために、個人や団体が個別で動くのではなく、皆で意見を出し 

合い活動していく、地域の繋がりの場となります。 

活動の目的は、住民同士あるいは行政と協働で地域の課題を解決し、地域の人たち全員のために、その地域の実情に応じた活動 

を展開し、まちをより良くしていくことです。 

まちづくり協議会はその地域の全ての住民とその地域の事業所・団体・学校の人たちも構成員です。 

 

山本山手コミュニティは、山手台東1丁目に子育て支援の為の『子ども館』とコミュニティの活動拠点としての『わいわい館』 

を併せ持ったCoKoセンターを中心に活動を行っております。 

 

この度、まちづくり協議会をより広く深く知ってもらうための情報発信サイト『宝塚市みんなのまちづくり協議会』ができまし 

た！宝塚市のまちづくり情報満載のサイトです。 

「ワタシは、どこのまちづくり協議会なの？」や「まちづくり協議会ってどんな活動をしているの？」などの疑問もポータル 

サイトですぐ確認できます。また、各まちづくり協議会が発信しているブログも見ることができるので、実際の活動内容もす 

ぐ確認できます。 

お手持ちのスマートフォンでも気軽に閲覧できます。もちろん宝塚市公式ホームページからもご覧いただけます。 

 HP； https://takarazuka-community.jp/ 
 

 宝塚市公式ホームページの右下のバナー           から移動 

 

 QRコード： 

宝塚市みんなの 

まちづくり協議会 

山本山手コミュニティ 

https://takarazuka-community.jp/
https://takarazuka-community.jp/
https://takarazuka-community.jp/

