
コミュニティ定期総会開催
5月19日（土）にわいわい館にて、平成30年度のコミュニティ定期総会が開催されました。
平成29年度の事業報告と会計報告を行い、問題なく承認されました。
また代表の任期は基本的に2年となっており、平成30年度から新代表や新役員を選出し、コミュニ
ティを運営していくこととなりました。
新代表より平成30年度の事業計画や予算案をお伝えし、こちらも問題なく承認されました。
主な役員は下記となります。

コミュニティ代表 恵川 竜幸 (山手台西4)

事務局長 保田 佳代子 (山手台西)

総務部長 松下 統昭 (クレール宝塚・ベルエール)

わいわい館館長 西原 辰雄 (山本台)

代表補佐 奥野 廣明 (山手台東)

新代表より一言

皆様には、日頃から住みよいまちづくりのため、山本山手地区まちづくり協議会の活動に御尽力をいただき心から感謝申し上
げます。

私は、去る５月１９日に開催されました山本山手地区まちづくり協議会通常総会において、平成３０年度の代表に就任いたし
ました、山手台西４丁目の恵川竜幸と申します。就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

当会の会則では、交流を促進し、心豊かで、明るく楽しいまちづくりを進めると共に、単独の自治会では解決することが難
しい地域課題等に積極的に取り組むことを「目的」と謳っています。

昨年度から宝塚市では、まちづくり計画書の見直しが始まり、山本山手地区まちづくり協議会においても、計画書の見直し
に着手しています。そもそも、「まちづくり」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるのでしょうか。

道路、歩道、公園をつくること。住民と一緒になりイベントを開催すること。もちろん、こういうこともまちづくりです。

しかし、私は「ずっと住み続けたい」と思える町。家族や友だち、近所の人と仲よく暮らせる町。災害が起きても皆で助け合
える町こそが、私たちが目指す町だと考えています。そうした町になる為には、山本山手地区の皆様の協力が不可欠です。

まちづくり協議会は単なる協議体です。その協議体の中核的な役割を担うのは、地域住民と密に接している自治会であり、よ
り良いまちづくりのためには、単位自治会の協力が欠かせません。

どのような些細な事でも構いません。地域の皆様が、改善すべきと思う事を声にだして自治会に伝え、自治会はそれを地域の
声として山本山手地区まちづくり協議会に提案してください。私は、山本山手地区の皆様と力を合わせて、提案された課題の
解決を目指したいと思います。

「安全で安心して暮らせる住みよい町」に向かって、住民相互の連携と協力、そして、その実現に向かう行動、まちづくり
に対する意識の向上を目指して、積極的に住民が参画できるまちづくり活動に取り組んで参る所存です。

地域の皆様のご理解とご協力を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

みんなで 心 にコミュニティの灯をともそう https://takarazuka-community.jp/

第７5号 2018年6月 山本山手地区まちづくり協議会（発行責任者：恵川 竜幸 広報：紀村 宏）

山本山手コミュニティ≪山本山手地区まちづくり協議会≫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。

政策室長 浅尾 佳史 (山手台西4)

一般会計 村上 真由美 (山手台東)

IT担当 安田 智子 (山手台東)

わいわい館会計 奥野 順子 (山手台東)

広報IT室長 紀村 宏 (山手台西4)



・福祉部会：年3回（6,10,2月）各福祉関係機関や自治会関係者との情報交換や勉強会の実施

・出前サロン：各自治会からの要望に応じ、情報提供、協力

・リラクゼーション健康ストレッチ：毎月第2火曜 10：00～11：15

CoKoセンター コミュニティ室

参加費：200円 持ち物：タオル、お茶

・「山本山手地区ネットワーク会議」の開催

・交流事業部との協働：「おしゃべりサロン」12月頃予定

【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

福祉部

交流事業部

「誰もが安心なまちづくり」を目指して、広域地域住民への福祉活動を行うこと！

１．第1回安全部部会 （6月１６日（土）１0：００～ CoKo Center）

安全部部員と地域自治会、PTA他諸団体の安全ご担当のご参画を頂き、本年度の活動計画を審議します

南海トラフ巨大地震等の大災害発生時の地域住民の安否確認方法に関し、他団体の事例等を踏まえ、検討を行います。

２．防災研修バスツアー（子供さん同伴可）（日時は９月末～１０月初旬で計画中）

阪神・淡路大震災記念『人と防災未来センター』と『兵庫県広域防災センター』を訪問し、

震災の追体験を行い、防災・減災について学びます。

３．総合避難訓練実施 （日時は１１月～１２月初旬で計画中）

山手台小学校にて山本山手地区の自治会と共同で避難訓練を予定しています。

・避難所開設訓練

・炊出し訓練

・避難所運営訓練

・救援物資の申請訓練（自宅避難者含む）

安全部

今年度も、子ども館協力で保育付き料理会開催！

10時半～13時 山本山手CoKoセンターわいわい館 参加費500円

6月30日「ひょうごの魚をたべよう」

8月8日予定「食生活を考える」

10月31日「秋の旬野菜を味わおう」

11月14日予定「食文化を時代に伝える」

☆交流事業部いちおし企画！！

In カフェ活動

・第1水曜 10時～11時半 「フォトの時間」

・第2水曜 13時半～15時 「クッキングの時間」 ※料理会のときは10時半～13時

10時～11時半 「暮らし相談 by 宝塚市社会福祉協議会」

・第4水曜 10時半～16時 「ソーイングの時間」

10時半～11時半 「健康相談 by 宝塚市健康センター」 7月(血管年齢測定)、11月、1月、3月

13時～13時半 「簡単ストレッチ by 健康推進部」

・第5水曜/土曜 「ワ（輪！和！話！）の時間」



文化部

① ミニハイキング

年4回以上開催を目標に計画中。

1回目は５月１６日(水)、夏日のような暑さの中、甲山ハイキングを実施しました。

１２名が参加。阪急電車で仁川駅へ。仁川沿いを歩き、関西学院大学の校舎を見ながら歩くこと２時間足らず。

中学生の自然教室の子供たちとも出会いつつおしゃべりも弾み元気に帰ってきました。

帰りには、阪神淡路大震災で斜面が地滑りを起こして、亡くなられた学生の御墓もあり・・・。

自然の恐ろしさと、元気に生きて歩けることへの感謝を思いよい１日を過ごしました。

② 手作り教室

鍋帽子作り 9月頃実施予定

正月飾り作り 12月実施予定

みそ作り 2月実施予定

③ フリーマーケット 3月実施予定

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

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

いっしょに健康体操をしましょう！

☆場所：山本山手CoKoセンターわいわい館

☆参加費：200円 ☆持ち物：タオル、飲み物

・健美操・ダンベル体操・ボール体操・ストレッチ等

by秦井先生 ☆第３水曜：10時～11時半

30年 6/20・7/18・8/15・9/19・10/17・11/21・12/19

31年 1/16・2/20・3/20 ☆参加費：200円/回

・ボールエクササイズ

by土岐先生 ☆第５月曜：10時～11時半

7/30・10/29

毎日してこその健康推進！！

家で、一人でも、短時間でも、椅子に座ってでも、道具がなくても、出来る簡単ストレッチを！！

第4水曜日 13時～１３時半 「カフェ山本山手」内で提案します。

健康推進部

✉ yamamotoyamate@yahoo.co.jp

【問合せ先】

山本山手地区まちづくり協議会 健康推進部

☎ 0797-20-1534（わいわい館） 電話は上記活動中にお願いいたします。

申し込み不要！

お気軽に

ご参加ください！



♪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/

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

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！

子ども館

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。

住所： 宝塚市山手台東1-4-1 駐車場あり（入庫台数に制限あり） 電話： 0797-89-3322

定期プログラムと講座、予定プログラム

★定期プログラム(日程は子ども館便り等で)

・にっこり赤ちゃん(0歳) ・うさぴょん(1歳)

・カレンダー作り(1歳～) ・運動遊び(1歳～)

・ちょきぺただいすき(2歳)

★講座

・学齢期子育てパワーアップ講座(4歳～小学生) 日程 ：7月6日・13日

・やる気を育てる子育てコーチング(4歳～10歳要相談) 日程：9月7日・14日

★予定プログラム

・食べじたぶる(クッキング) ・夏休み宿題工作

定期プログラムは随時開催しています。

詳しくは毎月発行している

『子ども館だより』をご覧ください。

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： honbu@ymtc.site 担当：紀村(きむら)

山本・中山から車で５分 無料駐車場有
１才～年長組まで生徒募集中。見学・体験受付中！

〒６６６－０８７７ 宝塚市中山桜台２－２－１
ファミリーセンター王将さん前! TEL0797-80-7681

http://www.high5-kids.jp ゲイツ 有紀

スポーツクラブ21山手台

★こころとからだを健全に★

「スポーツクラブ２１山手台」は気軽にスポーツを楽しむことができる、地域の皆さんでつくるスポーツクラ
ブです。子どもから大人まで多様なスポーツ活動を行っています。身近な場所で、気軽に初めてのスポーツに
チャレンジしてみませんか！！

未就園児向けサークル：テディベア（親子ひろば）

200円で体験もできます。本入会や参加費、練習日程はコミュニティホームページでご確認ください。

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

年長以上のサークル：フットサル

小学生のサークル：Ｍガールズ（バトン）、ＳＫＹ（サッカー）、ミニバスケットボール、Jr.テニス

中学生以上のサークル：オープンテニス

大人のサークル：Y'zクラブ（ソフトボール）、パドレス山手（大人フットサル）


