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日本の伝統行事

「どんど焼き」開催いたしました

1月13日(土)、どんど焼きを開催いたしました。
今回も青少年育成市民会議主催の「親子凧づくり教室」・
「凧揚げ大会」とコラボでの開催となりました。

スタッフは9時半に集合して準備を始めました。
安全のため水を入れたバケツを周りに並べ、準備万端！
凧揚げ大会が終わるといよいよ点火。瞬く間に大きな
炎が上がり、皆さんよりお持ち寄りいただいたしめ縄や
松飾り、お札、書初めを焚き上げました。

去年の焼き芋の作り方の反省をもとに、少しでも
美味しい焼き芋を皆さんに食べていただきたいという
スタッフの願いで、あらかじめ加熱したサツマイモを
どんどに入れる去年の作り方に加え、別の場所で
生の状態から焚火で焼き芋を作りました。
また小学校の家庭科室を借りて350食のぜんざいを作りました。

寒空の中、ホクホクの焼き芋と温かいぜんざいを食べ子供も大人も笑顔になり、
素敵などんど焼きを今年も開催することができました。

最後に今年も運動場や体育館、家庭科室をお貸し頂きました小学校の皆様、
ありがとうございました。

山本山手コミュニティ≪まちづくり協議会≫のホームページです。

ブログやコミュニティの概要、部会などの情報が載っていますので、

皆さんご覧ください。



①山手台中学校の南側にある
あじさいロードの保全活動に
対し、宝塚市道路管理課より、
アドプトを受け、年3回山手台
中学校と協働であじさいロード
の清掃作業を行いました。

平成２９年度 山本山手地区まちづくり協議会の主な活動

※アドプトとは
行政と市民が2人3脚で行う
まちづくりの制度の一つです。

②今年度は台風多い年でした。
山手台のメイン道路である
欅道路(全長3km)の欅と歩道
の一斉点検を9月に行政と
協働で行いました。
年末までに欅の剪定と枯木の
伐採を行政にして頂きました。
きれいな街並みの維持や、
皆さんの安全な暮らしを守る
活動にもコミュニティは力を
入れています。

③9月にコミュニティの有志と
近隣自治会の協力者が集い
CoKo Centerの南側斜面
（約2,000㎡）の一斉清掃を
行いました。

清掃された南側斜面は臨時駐
車場に使える様になりました。
普段はボランティアが草刈を
していますが、人手不足が
コミュニティの悩みです。

④夏休みに親子環境学習
バスツアーを開催し、豊中・
伊丹クリーンランドと伊丹こども
科学博物館に行きました。
クリーンランドではリサイクルに
ついて学び、ゴミの分別の
大切さを学びました。

⑤ここ数年開催されなかった山
手台小学校の寺子屋開設に
当たり、地域のサポーター
先生の募集を掛け、十数名の
方に参画頂きました。
2学期より寺子屋が開催され、
多くの小学生が参加してい
ます。

⑥10年前に作成したまちづくり
計画の見直しに向け、地域諸
団体の代表４０名強が集まり、
ネットワーク会議を行いました。

コミュニティを中心に地域諸
団体と協力してより良いまち
づくりをこれからも行ってい
きたいと思います。

⑦青少年育成部主催で、毎年
春・夏休みに山手台中学校で
ラジオ体操を行いました。
一日平均約100名の子供達が、
早朝から集まり、健康推進に
努めています。
これからも皆さんのご協力を
よろしくお願いいたします。

⑧本年度より元宝ジェンヌを
講師に迎え、月1回アロマの
香りとゆっくりした音楽の下、
若い人から高齢者まで集まり
リラクゼーション・ストレッチを
開催しています。
皆さんも参加いただき、心も身
体も健康で美しくなりましょう！

⑨青少年育成市民会議主催で
開催される『みんなであそぼ』
に山本山手コミュニティの
ブースを開きました。
マジシャンを招きマジックショー
と手品教室を開催しました。
自分でやってみると手品って
とても難しいものでした。



⑩地域保護者の強い要望で
あった、山手台小学校育成会
について、定員140名の育成会
室新設が行われた。
運営母体についてはコミュニ
ティの要望通り官直営となり、
今年4月に開校される運びと
なった。
今後も待機児童が出ないか、
注視していきます。

⑪2月に子ども館と合同で消火・
避難訓練を行った。
消防署に協力いただき、子供
達は水で行う消火練習も体験
しました。
また最新の消防車も駐車場に
来てもらい、大人は設備の説
明を聞きました。
訓練後に振る舞われた炊出し
おでんは100人前完食！

⑫どんど焼き開催
1月に恒例のどんど焼きを
開催いたしました。

準備は大変ですが、皆さんの
無病息災・五穀豊穣を祈る
民間伝承行事として今後も
続けていけるよう、地域の
皆さんのご協力をよろしく
お願いいたします。

⑬総合防災訓練を実施
12月に地域全体の総合防災
訓練を小学校で実施しました。
地域の皆さんを中心に合計
140名の方が集まりました。

簡易スリッパ作りに始まり、防
災リーダーのお話し、避難所
開設の説明、段ボールベット
作成、防災クイズと盛り沢山の
内容でした。

また宝塚すみれ発電さんの
ブースや手作り防災グッズの
展示などがありました。

外ではレトルト食品の炊き出し
を行い、みんなで美味しくカレー
などを食べました。
この様な協力がいざという時の
チームワークに繋がると良いと
感じた一日でした。

⑭五月台中学校生徒数の適正
化のために、山手台中学校の
通学区域の弾力的運用に関し、

ⓐ校区変更枠に組数を変えず
上限を設ける

ⓑ上限を超えた申し込みは
通学距離を優先する

を条件を教育委員会に受け
入れて頂きました。

来年4月入学者より適用される
事になりました。

来年4月山手台中学校入学
予定者は126名で、4クラスは
確保される見込みとなって
います。

コミュニティでは今後も山手台
中学校の生徒数の推移を
見守り、小規模校にならない
こと、また生徒の要望を最大限
反映できるような弾力的運用と
なるように、引き続き見守って
いきます。

⑮長尾小前渋滞問題への対応
コミュニティ内の道路交通改善
委員会にて行政との交渉を続
けています。
改良の見通しにつきましては、
今後、平成30年度予算につい
て3月議会で審議され、議決さ
れれば予算が確保されます。
その後、設計や工事を行う予
定です。

日程的には、交差点内に建柱
されている信号柱や、電柱の
移設、地下埋設物（上下水道、
ガス管等）の移設等に日数を
要することが想定されますが、
平成30年度末ごろ完成予定で
す。また、設計の段階では、地
元の方と協議をして進めていく
こととしています。
設計や工事については、宝塚
市道路管理課が担当となりま
す。

今後新名神の開通や複合施設
の建設等、道路状況の変化が
予想されていますが、地域住
民の暮らし・安全を守っていくよ
うコミュニティで活動を行ってい
きたいと思っています。



【問合せ先】

山本山手地区まちづくり協議会 交流事業部

☎ 0797-20-1534（わいわい館）

電話は水曜日の「カフェ山本山手」開催中にお願いします

✉ yamamotoyamate@yahoo.co.jp

専門部会からのお知らせ

3月26日（月）～ 4月4日（金） 10日間 7時45分～ （初日のみ7時30分受付開始）

場所： 山手台中学校中庭

青少年育成部

パソコン講座初級編のご案内

交流事業部 (パソコン遊々クラブ 協力)

～ワードの基礎＆フォトフレーム作成～
《初心者はもちろん、自己流経験者もどうぞ》

開催日時 全6回: 午後2時～3時30分
第1回 4月14日（土） ワードの基礎Ⅰ
第2回 4月21日（土） ワードの基礎Ⅱ
第3回 5月19日（土） ワードの基礎Ⅲ

第4回 5月26日（土） ワードの実習Ⅰ
第5回 6月9日（土） ワードの実習Ⅱ
第6回 6月16日（土） ワードの実習Ⅲ

参加費： 4500円/6回 アシスタント付き
（1回のみの参加OK 参加費800円/回）
※受講にはパソコン持参

場所： 山本山手CoKoセンター わいわい館
定員： 10名
講師： 越賀健二 パソコンインストラクター

パソコンサロンで講座内容をフォローします！
毎月 第1・5土曜日（5月のみ12日）午後2時～4時30分
参加費300円（飲み物付き）
パソコンインストラクターの来館で、悩み解決しましょう。

・春休みラジオ体操

4月4日（水） 10時30分～11時30分

場所： 山手台小学校 ランチルーム

DVD「道路にはどんな危険があるの？」上映

パネル「あぶないぞ、さがし」

・交通安全教室

文化部

昔から「医食同源」という言葉があるようにふだん食べるものにより
健康寿命は長くなったり短くなったりするものです。
そこで約4年にわたりＴＶ、新聞などからも健康維持に役立つ記事を集め
12枚に書きまとめました。当日この資料をお渡ししてご説明します。
これで皆さまの健康寿命が5年は伸びるとおもいます。
日時：4月15日(日) 14時より ＣoＫoセンターにて

② 甲山へハイキング

日時：6月5日(火) 9時35分 山手台2丁目上りバス停前集合
コース： 山手台2丁目バス停－五月台5丁目バス停－中山山頂

－中山奥の院(昼食)－中山寺にて14時ごろ解散

日時：5月16日(水) 9時30分 山本駅バス停前集合
コース： 山本駅－仁川駅－甲山(昼食)－仁川駅にて14時ごろ解散

②③どちらも傷害保険には加入しませんので、事故は自己責任でお願いいたします。
持ち物： お弁当 お茶 交通費 折りたたみ傘

① 健康寿命を長めるために役立つ食品の知識

③ 中山寺奥の院へハイキング

全て申し込み不要！
当日自由参加です！

mailto:yamamotoyamate@yahoo.co.jp


阪急オアシス

山本山手
子ども館

ココ➜

長尾山トンネル➜

雲雀丘花屋敷➜なかやま

やまもと

中山台
子ども館
コープ

木曜日 CoKoセンターわいわい館無料体験やってます！

世界の絵本や歌を通じて豊かなことば・こころを育む英語教室です

13：15～14：00 親子クラス(1歳前後～入園前)(新規)

15：30～16：30 幼児・小学生

17：00～18：00 幼児・小学生(新規)

代表) 0120-808-743 直通) 090-4376-5346 cafe7425@gmail.com (なかで)

ラボ・パーティHP

子ども館

宝塚市子ども館(山本山手・ひばり・中山台)

＊「M・ガールズ」によるバトン演技！！
＊移動「プラネタリウム」がやってくる！！
＊小学生スタッフによる『子どもブース』がたくさんあるよ！！
楽しいコーナー・おみやげもいっぱい！！みんなで遊びにきてね♬

3月30日(金)１０：３０～１5：００
場所：中山台コミュニティセンター3F

中山台コミュニティセンター
宝塚市中山桜台５丁目１５－２

駐車場には限りがあります。
広い地域から来られるので乗り合わせなど、
譲り合ってご利用ください。

＊30日は山本山手子ども館は閉館しています。
ご注意ください。

＊今年はループバスを運行します（停車場所・時刻は裏面参照）。
予約は3月1日（木）より山本山手子ども館にて受付します。
詳しくは山本山手子ども館（0797-89-3322）へお問い合わせ下さい。

＊長時間開催のため、軽食を食べられるスペースを用意しました。
必要な方はお持ちください。

開催日： 第1、2、3、4土曜日（第5、祝･休日は休み）
時 間： 13時30分～16時
場 所： 山本台会館
参加費： 100円 （飲み物付）

山本台ファミリークラブの運営で「ふれあいいきいきサロン」として毎週土曜日に開催しています。シニアか
ら子育て中のお母さん、お父さん、子ども達、山本台地域以外の方、どなたでも大歓迎です。お茶を飲んだり、
おしゃべりしたり、イベント(第2土曜日・随時)ありの午後のひとときを楽しくすごしませんか？

ファミリーサロン山本台

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

『みどりの回廊』は平成13年に宝塚市公園河川課より、山手台中央公園の花のテラス、水の広場、丘の広場付
近の整備、維持、管理に対し、アドプト認定を受け活動しています。
本会は山手台近隣公園を行政と協働で「人と自然とふれあう緑豊かな地域づくり」を目指して現状会員２０名
程で活動しています。
活動は協定範囲の草取り、落葉処理、花壇への植栽、施肥、植木剪定等と水の広場水流施設の運転管理を行っ
ています。
本会は常に「遊び心」を忘れず、みんなで、ゆっくり、持続的に、楽しく、協力して活動する事をモットーに
しており、奉仕作業のみでなく、樹木医を招いての現地講習会を開催したり、春には花のテラス花見会とハイ
キング、そして懇親会ゴルフを年2回行い親睦を深めています。
本会は原則会費は懇親会等特別イベント以外は不要であり、毎月第一土曜日と第3木曜日に行われる定常活動も
ご都合の良い日だけの参加で結構ですので、本活動にご興味が御座いましたら、下記までご連絡下さい。

みどりの回廊（地域のボランティア活動団体）

連絡先 代 表： 河合栄冶 ０７９７－８８－６６１５

事務局： 竹田勝視 ０７９７－８０－３０８３

mailto:cafe7425@gmail.com
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総合防災訓練について

昨年12月9日(土)朝10時から山手台小学校体育館にて山
本山手コミュニティ主催の総合防災訓練を開催いたしました。

約120名の地域の皆さんに加え、宝塚市役所職員、宝
塚すみれ発電の皆さん、長尾まちづくり協議会の方、小
学校の校長・教頭先生合わせて約20名、合計140名の方が
集まりました。

新聞紙を使用した簡易スリッパ作りに始まり、市役所
職員の手話を使った挨拶、三宅防災リーダーによる防災
のお話し、避難所開設の説明がありました。避難所開設は
リーダーの指示の元、体育館内にブルーシートを敷いて通路
の確保や更衣室･授乳室の確保を行いました。また舞台の
上には段ボールベッドを作成しました。

体育館両側では、宝塚すみれ発電さんのブースや手作
り防災グッズの展示がありました。

外ではレトルト食品の炊き出しを行ったり、東日本大震
災時にも活躍したロケットストーブの実演も行いました。

今回の総合防災訓練は多くの自治会・諸団体の積極的
な参加・協力により、無事終えることが出来ました。色々反
省するところもありましたが、「初めての総合防災訓練とし
ては上出来です」と危機管理課の方や防災リーダーに
言っていただきました。

避難場所は居住区により学校が異なりますが、避難する所は学校体育館であり、
装備されている防災備品にほとんど変わりがなく、避難所運営はどこも同じ様な状況
だと思います。避難所には何があり何がないのか、炊出しや運営はどのように行わ
れるかを身を以て体験する事が大切だと言われています。

地域の多くの方が体験する事により、万一災害が発生した時の減災への備えが出
来、地域の防災力が高まります。また防災訓練により地域の皆さんとのコミュニケー
ションを通じ、いざという時のチームワークに繋がることを願っています。

今年度の反省も踏まえ、来年度以降も地域全体での総合防災訓練を行っていきた
いと考えています。



南海トラフで10年以内にマグニチュード8～9クラスの巨大地震が
発生する確率は20～30％と言われています。震度7が静岡、愛知、
三重、和歌山、徳島、高知、宮崎、震度6強が神奈川、奈良、京都、
大阪、兵庫、岡山、広島、山口、香川、愛媛、大分と予想されており、
ここ宝塚市でも震度6弱と予想されています。

巨大地震への備えは出来ていますか？

阪神・淡路大震災の時に生き埋めや閉じこめられた際の救助主
体は自助（自力・家族）が67％、共助（隣人・友人）が31％で、公助
（消防・自衛隊他）は1.7％となっています。日頃の備えと隣・近所・
地域の繋がりが大切です。

大規模地震（津波の影響無し）が発生した場合、
揺れ出して最初の３００秒（南海トラフ地震では１０分と言われている）は
自身の身の安全確保に努める。

次の３０分では地域で決めた一時集合場
所（ゴミステーション等）へ集まり、お互い
の安否確認を行なう。

総合防災訓練を機に巨大地震への備えを考えてみませんか？

負傷者の救命確率の高い３時間以内を目途に、
集合場所に来なかった住宅の確認や災害時要
援護者のお宅訪問で危険な人の発見・救出を行
う。救出に当たっては隣人、自治会、地域コミュ
ニティの支援を求める。
３日以内には自治会や地域コミュニティでの安否
確認を終了させる。

安全部

巨大地震に備えて、まずは家族でルール作りをしましょう！
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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

ヒノ ウエ

山手台教場 清荒神教場

・山本山手(CoKoｾﾝﾀｰ)

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

二本の指が
頭脳を鍛える、
未来を拓く！

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

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。

http://www.hirano-mc.com/ 院長 平野 剛

まちキョンの一問一答(その1)
？

山本山手コミュニティってナーニ？

何をする会なの？

正式には山本山手地区まちづくり協議会の事で、略してコミュニティって
呼ばれたり、まち協って呼ばれています。

わらべうた

ベビーマッサージ教室
【いろは】 山本山手COKOセンター(わいわい館)

AM10：00～11：30(ティータイム付き♪)

わらべうたを

うたいながら

楽しくマッサージ

スキンシップをたっぷりとって
お問合せ ・ ・ ・

ＴＥＬ ０９０-２１１２-５１７２ いぐち ともこ

iroha.warabe@gmail.com

2ヶ月～1歳半位まで

プレママ

広告募集のお知らせ
コミュニティだよりに広告を載せてみませんか？
コミュニティだよりは年4回(3・6・9・12月)、
3,000部発行しています。
広告費： 16,000円/4回(年間契約)

5,000円/1回(1回のみの掲載OK)

お問い合わせ TEL： 090-8447-0942

メール： harubaru0920hiro@gmail.com 奥野

一つの自治会や団体で解決困難な問題や、地域の諸団体で協働した
方が効率良い課題を、地域をより安心・安全で暮らし良いまちにするた
めに、話し合い調整する公認の協議会の事だよ。

どんな組織なの？

次の様な委員で構成され、月1回開催される運営委員会で情報交換や
諸問題の協議が行われるんだよ！

運 営 委 員 会

代表： 原則運営委員会参加自治会持ち回りで自治会役員経験者を選任

副代表： 運営委員会参加自治会会長又は副会長が兼務

自治会役員経験者の中から事務局、政策室、総務、広報、会計、

専門部会長： 安全、福祉、青少年育成等7部会の部会長

校長・園長・各ＰＴＡ代表： 山手台中学校、山手台小学校、長尾幼稚園

民生児童委員・補導委員代表： 宝塚市より任命されている地域の委員

本部役員：
担当役員とわいわい館館長、執行役員を選任

子ども館、青少年育成市民会議、校区人権委員会、
地域諸団体代表：
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