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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。

日本の伝統行事

「どんど焼き」開催のご案内
この「どんど焼き」は、日本の伝統行事・文化を、子ども達に継承して行きたいとの思い
から、山本山手コミュニティが中心となり、地域の皆様のご協力を得て、平成２８年から
復活させることが出来たものです。
幸いなことに多くの方々からご好評を頂きまして、今回で4回目の開催を迎えることに
なります。
今回も、青少年育成市民会議開催の「親子凧づくり教室」・「凧上げ大会」とコラボして
同日開催となります。ぜひ、ご家族お揃いでご参加ください。

実施日： 平成31年1月12日(土) 雨天の場合は翌日13日(日)に延期

場所 ： 山手台小学校運動場（北西側）

時間 ： 12時点火予定 （12時半頃豚汁・ぜんざい配布、13時半頃焼き芋配布を予定しています）

（午前中は「親子凧作り教室」&「凧あげ大会」を実施ししています）

内容 ： 「どんど焼き」 燃やしたいもの（松飾り・しめなわ・書初めなどをお持ちください）

燃やしたいものは必ず13時までにお持ちください (13時以降はお持ち帰りいただきます)

豚汁・ぜんざいと焼き芋を用意する予定です

「どんど焼き」で無病息災を祈り、１年間を元気にすごしましょう！

「どんど焼き」とは小正月（こしょうがつ）の行事で、正月の松飾り・注連縄(しめなわ)・書初めなどを家々か
ら持ち寄り一か所に積み上げて燃やすという、日本全国に伝わるお正月の火祭り行事です。

１月１５日前後に各地で行われます。

どんど焼きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、その１年間健康でいられるなどの言い伝えもあり、無病
息災・五穀豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじょう）を祈る民間伝承行事です。

なお、この「どんど焼き」行事は宝塚市社会福祉協議会の『年末年始地域ささえ愛活動助成』を受けています。

山本山手地区まちづくり協議会



第２回総合防災訓練開催

昨年度に続き本年度も11月18日（日）山手台小学校で第2回山本
山手地区総合防災訓練を開催いたしました。
本年度は山本山手地区自治会、PTA他諸団体と非営利型株式
会社すみれ発電の協賛を頂き、総勢約130人の参加で避難所開
設・運営訓練が行われました。
来賓は宝塚市役所危機管理室、総合防災課、健康推進課、そし
て社会福祉協議会よりお越し頂きました。

訓練は三宅防災リーダーをはじめとする第5ブロック長尾コミュニ
ティの防災・防犯部会の皆様のご指導を頂き、ぶっつけ本番の訓
練になりました。
訓練は最初に体育館の入り口で新聞紙を使った靴カバー作りか
ら始まりました。靴を履いたまま靴カバーを作り、その状態で体育
館に入っていきました。

三宅防災リーダーの講演の後、子供達は親子防災教室で防災
ダック、防災カルタで楽しく災害発生時の対応方法を学びました。
ゲームにすることで子供たちも楽しく学べたようです。
最後はちょっと早めのサンタクロースから防災標語が書かれた防
災カードの入ったお菓子をプレゼントされました。

大人達は大災害が発生した想定で、三宅防災リーダーの指導の
下、居住区設定、運営委員長、組長、各役員選任から段ボール
ベッド、間仕切り組立まで行い、実際の避難所設営方法を体験い
たしました。なかなか体験できることではありませんし、実際に一
度でも体験しているといざというときはとても役に立つと思います。

最後はロケットストーブでお湯を沸かし、アルファ米とレトルト食品
を調理したカレー、五目飯、ゆで卵に舌鼓。ロケットストーブは子
供達も興味津々。実際にロケットストーブは東日本大震災のとき
にも活躍した物です。
皆さんのお腹が膨れたところで今回の訓練は終了いたしました。
参加した皆さん、本当にありがとうございました。

30年以内に東南海巨大地震が発生する確率は70～80％とされています。
防災、減災はふだんの備えが重要です。
次の3つの標語を紹介させて頂きます。

・防災訓練 備えて安心 地域の輪
・ふだんから、 家族で話そう 「もしも」のこと
・減災は一人ひとりの備えから

ロケットストーブ アルファ米調理



専門部会からのお知らせ
福祉部

「みんなおいでよ！親子で音楽あそび♪」開催

10月30日(火)東5丁目自治会館にて、出前サロンの「親子で音楽あそび♪」を開催しました。

参加者は生後4ヶ月～2歳までのお子さまと保護者の計8組でした。

若江先生が奏でる音楽に合わせて、スキップしたり、おばけごっこしたりと楽しんで、

最後に自己紹介を兼ねた交流会を行い、みなさん和気あいあいと過ごしました。

こういった活動が今後も継続していければいいなと思います。

出前サロンは、各自治会のご要望に応じ、ご一緒に協力していきますので、どしどしご依頼下さい！

お問い合わせ：福祉部 東(20-1041)

リラクゼーションストレッチ

寒い冬こそ、筋肉を伸ばしてストレッチしましょう！ 講師は元宝塚歌劇団月組の北條つぐみさんです♪

日時： 毎月第2火曜日 午前10時～11時15分 （12/11・2019年1/8・2/12・3/12）

場所： 山本山手CoKoセンター

参加費： 200円 持ち物： タオル、飲み物、動きやすい服装

お問い合わせ：福祉部 奥野 （waiwaijun2008@gmail.com）

申し込み不要！
お気軽に

ご参加ください！

文化部

① 初詣ハイク《巡礼街道》
日 時： 2019年1月7日（月）
集合場所： 山手台1丁目バス停前（ｼﾞｵｸﾞﾗﾝﾃﾞ前）
集合時間： 午前10時 （解散・清荒神駅13時半頃）
コース ： 松尾神社～清荒神間の各神社を巡り、健康と幸せを祈願します。
持ち物 ： 弁当、お茶、雨具、電車賃等
その他 ： 当日午前中の降水確率50％の時は中止
申込み ： 不要、当日自由参加です。
問合せ ： 四方田82-4737 八木89-5039 原田89-2209

②てづくりみそ、作りませんか！

日 時： 2019年2月16日（土） 9：30～12：00
集合場所： 山本山手CoKoセンター
参加費 ： 1,800円前後
定員 ： 先着25名
持ち物 ： 重し用塩1kg、仕込み用容器（5～6ℓ）
申込み先： 八木89-5039 中元89-2209 －18時以降にお願いいたします－

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！

発達に凸凹（でこぼこ）のある子どものための
０歳からの児童発達支援事業所
小・中・高校生の放課後等デイサービス事業所

オルタナティブスクールとも
宝塚市川面３丁目１－１０
c e o @ seki-team.co.jp
でんわ：０７９７－７５－５８１０
月曜日～土曜日 ９時～１８時 ブログ

福祉部＆交流事業部

クリスマスコンサート by「中楽坊ブラザーズ&シスターズ」

交流事業部「金曜おしゃべりサロン」と福祉部「サロン山本山手」の共催で、

中楽坊ブラザーズ&シスターズさんをお招きし、

クリスマスコンサートを開催いたします。

素敵な演奏を聴いて、クリスマス気分を味わいましょう♪

日 時： 12月21日(金) 午前10時～12時

場 所： 山本山手CoKoセンター

参加費： 200円(お茶菓子付)

お問い合わせ

山本山手地区まちづくり協議会

交流事業部(わいわい館 20-1534)

※電話は水曜日のカフェ山本山手開催中のみ

yamamotoyamate@yahoo.co.jp

mailto:waiwaijun2008@gmail.com


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

★★新規会員募集★★
入会金 大人：800円 中学生：400円
年会費 大人：1,200円 中学生：600円

●親子ひろば『テディベア』

ふれあい遊び、わらべうた、リズム遊び、運動遊びなどを親子で楽しみながら、
地域の未就園児と保護者の交流の場としてお友達や子育て仲間づくりのお手伝いができればと思います。

場 所：山手台中学校開放クラブハウス 対 象：未就園児と保護者
参加費：2,500円（後期分 10月～3月分）
活動日：第2・4木曜日 9：30～10：30(祝日を除く) 今年は12/13まで活動しています。

●硬式テニス(オープンテニス)

中学生から大人の方を対象としたテニスサークルです。何か新しいことを始めたい方、活動日に
山手台中学校テニスコートに来てください。 今年は12/15まで活動しています。

場 所：山手台中学校テニスコート
対 象：中学生以上
活動日：土曜日 14：00～16：00

★★ミニバスケットボール コーチ募集★★

活動日：

小学生に指導ができる18歳以上(高校生不可)

第2金曜日 19：00～21：00

第1・4日曜日 第3土曜日 10：00～12：30

(相談応)

まちづくり計画の見直しが進んでいます！

◆まちづくり計画とは

2021年度からの10年間の将来都市像の計画となります。

（どんなまちになったらいいか、そのためには具体的に何に取り組めばいいかを決めています。）

◆見直しの進捗状況

現在、地域のまちづくりを考えるアンケート調査や、各自治会での意見収集を行っています。

ぜひ、みなさんのご意見を下さい。

私たちのまちを、私たちの手で作り上げていきましょう！

現在配布しているアンケートは以下のURL、もしくはQRコードでも回答できます。

（締め切り：12月10日）

http://enq.ymtc.site

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

問い合わせ先

宝塚市スポーツ振興課： 0797-77-9117

SC21山手台： sc21yamatedai@gmail.com

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)

TEL： 090-8447-0942 奥野
メール： honbu@ymtc.site 本部役員

★問い合わせ先★

mailto:honbu@ymtc.site

