
山本山手地区には様々な特技を持った寺子屋先生がいることを皆さんご存知ですか？
今回は気象予報士の寺野先生と、囲碁アマチュア6段の新谷先生のお二人をご紹介します。
地域の繋がりを大切にするこのような活動を今後もやまもとやまてコミュニティは支援・応援し
ていきたいと考えております。

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

第７6号 2018年9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。

我がまちの寺子屋先生

寺野健治先生

寺野健治先生は2001年に気象予報士国家試
験に合格して、2003年から2015年まで（社）日本気
象予報士会 関西支部の「お天気講座」を担当さ
れていたそうです。
「小学校の理科の授業で気象について教えるのが
難しいがどうしたらいいでしょう？」と相談されて、子ども
たちに気象に興味を持ってもらうためのいろいろな実
験を考えたそうです。
身近な道具で雪の結晶を作ったり、気圧の変化を
目に見えるようにしたり、ペットボトルの中で雲を発生
させたりして、どうして雨が降ったり雪が降ったりするの
か？どうして台風が出来るのかなど分かりやすく教え
てくれました。

今も池田市立五月山児童文化センターや伊丹市
立女性・児童センターで「お天気教室」を開いてい
るそうです。
自治会や児童館などの依頼があれば講座を開いて
くださるそうですので、興味のある方はお気軽に問い
合わせてください。

【渦巻き発生】 【大気圧実験】 【ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ気圧計】

問合せメールアドレス ： honbu@ymtc.site

新谷正彦先生

山手台小学校で４年生以上を対象にした課外ク
ラブで囲碁を教えておられる新谷正彦先生をご存じ
ですか？
今年の７月からは長尾幼稚園でも５歳児に囲碁の
指導を始められました。

先生はアマチュア６段の腕前で毎週土曜日１２時
半から山手台自治会館で開かれる囲碁同好会の
会長をされ地域の囲碁普及に努めておられます。
囲碁同好会は小学生から高齢者まで囲碁好きが
集まる同好会で、興味のある方は是非お立寄り下さ
いとの事です。

【対局中】【新谷正彦先生】



専門部会からのお知らせ

文化部

★秋のハイキングのお誘い★

1)神戸・布引の滝コース

日 時：9月26日（水）

集合場所：阪急山本駅・バス停前

集合時間：午前8時30分

2)山本～北雲雀きずきの森コース

日 時：10月24日（水）

集合場所：阪急山本駅・バス停前

集合時間：午前9時30分

コース：山本バス停～満願寺～きずきの森～雲雀ケ丘花屋敷

●次回行事予定

・11月25日（日） 蕎麦打ち

・12月 手作り教室（いろいろ計画中）

1)2)共通

持ち物： お弁当、お茶、雨具、電車賃等

その他： 当日午前中の降水確率が50%以上の時は中止

傷害保険は未加入のため自己責任となります

申込み： 不要となり当日自由参加となります

問合せ： 四方田82-4737 八木89-5039 原田89-2209

♪多数のご参加をお待ちしております♪

文化部会のお知らせ

文化部では毎月最終土曜日の10時から文化
部会を実施しております。

みそづくりなどの人気の行事を企画してみま
せんか？

皆さん、お待ちしています！

福祉部

リラクゼーションストレッチ
内 容： 心地よいゆったりとした音楽とアロマの香りの中でストレッチをして身体をほぐし、

心身ともにリラックスしましょう！

ストレッチの後は参加者同士の交流もあります♪

講 師： 北條つぐみ氏 （元宝塚歌劇団月組）

開催日時： 毎月第2火曜日 午前10:00～11:15 9/11、10/9、11/13、12/11

場 所： 山本山手CoKoセンター わいわい館 コミュニティ室

持ち物： タオル、飲み物、動きやすい服装

参加費： 200円 申し込みは不要となります

出前サロン 『みんなおいでよ！親子で音楽あそび♪』

内 容： 0歳～6歳までの未就学児と保護者を対象に、音楽に合わせて身体を動かしたり、

親子のスキンシップや親同士の交流を図ります♪

講 師： 若江ひなた氏 （音楽療法士・臨床心理士）

開催日時： 10月30日（火） 午前10:00～11:00

場 所： 東5丁目自治会館

参加費： 無料

定 員： 親子10組（お申込み先着順）

申し込み・問い合わせ： 山本山手地区まちづくり協議会 福祉部

東（電話：20-1041） 奥野（メール：waiwaijun2008@gmail.com） まち協ブログ
QRコード

詳しくはまち協ブログに随時アップいたしますので、是非ご覧ください！

皆さんのご参加をお待ちしております♪



安全部

ブログのQRコードです。
最新情報はこちらで確認してください。

総合防災訓練
開催日時： 平成30年11月18日（日） 9：30受付開始 （当日朝7時時点で気象警報が発令されていれば中止）

場 所： 山手台小学校 体育館・クラブハウス等

プログラム： 防災士の講演（山本山手地域の災害リスクと備えについて他）

避難所開設、避難所運営訓練

安否確認と避難者登録（自宅避難者含む）

炊出し訓練

防災クイズまたはゲーム（サンタクロースも参加）

プログラムは現在検討中で、一部変更の可能性があります。詳細は１０月に配布予定のチラシをご確認ください。

【山本山手コミュニティ安全部主催】

今年度はより実践に役立つ避難所開設、
運営の総合防災訓練を予定しています。
お隣さん、ご近所さんをお誘い合せの上、
皆さんご参加ください！

★やる気を育てる子育てコーチング

日時： 9月14日・21日 2回連続講座 10:00～11:50   

場所： 山本山手子ども館

定員： 4歳から小学生のお子さんの保護者 15名（託児有り）

講師： 関西学院大学名誉教授 武田 建先生

子どもをほめて上手にのばす「子育てコーチング」について楽しいお話を聞いてみませんか？

★きらきらふれあい講座

日時： 10月5日、12日、19日、26日 4回連続講座 10：00～11：50

場所： 山本山手子ども館

定員： 2歳児とその保護者 10組 （託児有り）

2歳児のママ達同士の悩みを話し合ってみませんか？

★新米ママふれあい講座

日時： 11月2日、9日 2回連続講座 10:00～11:50   

場所： 山本山手子ども館

定員： 3ヶ月～10ヶ月の第1子とその保護者 15組 同じ0歳児のママ達の交流の場です。

助産師さん、栄養士さんに初めての育児で困った事、わからない事など相談してみませんか？

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）

詳細は山本山手子ども館に

お問い合わせください。

電話： 0797-89-3322

山手台中学校の中庭をお借りし、前半7/23（月）～27（金）

後半8/27（月）～31（金）計10日間実施しました。

例年には無い暑さでしたが、朝から元気に子どもたちが体をほぐしました。

青少年育成部

・夏休みラジオ体操

・夏休み自由研究（雪の結晶作り）

我がまちの寺子屋先生でもご紹介いたしました気象予報士寺野健治さんを

お迎えし、7月25日（水）に夏休み自由研究雪の結晶作りを行いました。

子ども30名に保護者を含めて約45名が、ドライアイスで雪の結晶が

できるまでを観察いたしました。

他には雲のでき方、気象クイズ、折り紙で雪の結晶も作りました。

猛暑の中、2時間ほど涼しく楽しい時間を過ごすことができました。



◆そもそも、まちづくりとは？

・施設（ハード）中心ではなく、そこに暮らす人々の生活や人生（ソフト）を重視してまちをつくることを

「まちづくり」と表現します。

※山本山手コミュニティの正式名称は、「宝塚市山本山手地区まちづくり協議会」といい、自治会や

ボランティア団体の方々で協力しながら「まちづくり」に取り組んでいます。

◆宝塚市総合計画と地域のまちづくり計画

○宝塚市総合計画

宝塚市全域に対して、目指すべき将来都市像の計画

現在、第6次総合計画の準備を始めている（2021年度から10年間の計画）

○地域のまちづくり計画

まちの多くの人が参加して、「将来このまちがこうなっていたら良いなぁ」と思う「地域（まち）の

将来像」を描き、共有し、目標を定め、具体的な取り組みをとりまとめたもの

今回、この地域の課題や計画が宝塚市の「第6次総合計画」に組み込まれます。

◆まちづくり計画の見直し

前回のまちづくり計画から約15年が経ち、まちの様子も大きく変わってきているため、今回、まちづくり

計画の見直しを2年かけてつくりなおします。

定期的に見直しをしながら、市の第6次総合計画（2021年度から10年間）と連動させて魅力ある山本山手

地域のまちづくりを進めていきます。

◆見直しの進め方

まず、計画を見直すテーブルをつくり、10年後のこの地域（まち）を思い描き最初の5年間の具体的な

取り組みを話し合い、決めることから始めます。

話し合いの経緯は、その都度みなさんにお知らせいたしますので、みなさんも

一緒になって考えてください。 （まちづくり計画実行委員会を発足）

2018年度は、各自治会や諸団体からの意見（課題・要望）の収集を行います。

2019年度に、具体的な対策を検討する予定です。

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！

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

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

まちづくり計画の見直しを始めます！

～皆さまもご一緒に考えましょう！（ご意見をください）～


