
 
5 月 31 日（日）午後 1 時 30 分より末成小学校多目

的ホールで、議決権を有する評議委員（定数 51

名）41 名の出席と 7 名の委任状提出により、定期

総会が開催されました。評議委員以外の出席者は、

来賓 7 名（評議員 3 名

を含む）、役員 9 名、

運営委員 14 名、（役員

兼務4名）と一般の方。

議長に梶川氏（末成町

自治会）、副議長に村山氏

（福井亀井自治会）

が選任された

後、平成 26 年

度活動結果・

決算・監査報

告、会則改定

案、平成 27 年度常任評議委員・運営委員案、平

成 27・28 年度の役員案及び平成 27 年度活動方

針・活動計画・予算案が出席の評議員の方によっ

て審議され、全ての議案が提案通り承認されました。 

 

 

 末成小学校地域の皆様、定期総会で平成 27 年度・

28 年度のコミュニティすえなりの会長に選任されま

した加藤です。微力ながら、「住みやすい街」「住み続

けたい街」づくりに尽力して参りたいと存じま

す。ご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 コミュニティすえなりの活動は、20 年目を

迎えます。これまでご尽力賜りました皆様には

心より感謝申し上げます。また、新年度の委員

をお引き受け下さいました皆様、宜しくお願いします。 

 さて、現在宝塚市は平成 23 年度～32 年度の第 5 次

総合計画の後期基本計画作成に取り組んでいます。総

合計画を推進するための重点目標として、「市民と行

政の協働による『新しい公共』の領域の拡充」をあげ、

平成 25 年 3 月に「宝塚市協働の指針」が作成されま

した。多様化する地域の課題、個人のニーズ・価値観

に対応するには、行政による画一的な政策だけでなく、

地域の市民と行政が協働で取り組むことが重

要です。平成 28 年には、NTN 跡地に新たな

住宅とホームセンター、スーパーマーケット

ができ、末成小学校エリアも変化します。 

 コミュニティすえなりは、この地域を住み

やすい街、住み続けたい街にするため、今後、市民と

行政が一緒になって、地域の課題を洗い出し、解決す

る仕組みを作っていきたいと考えています。皆様のご

理解とご協力をよろしくお願いします。 

（会長 加藤 富三） 

5月 31日に開催されました常任

評議委員会で、4 回目の常任評議

委員長に選任されました末成町自

治会の梶川です。今年度もよろし

くお願いします。 

最近、日本各地で火山の噴火や

局地的なゲリラ豪雨、地震などが

頻発し、改めて災害対策の必要性

が再認識されています。 

4 年前の東日本大震災では役場

そのものが甚大な被害を受け、行

政の災害対策機能は完全に麻痺し

た状態でした。一方で住民の行動

で人命被害を最小限に抑制した

「釜石の奇跡」が賛辞され、地区

防災力が評価されています。 

そこで、宝塚市は 3 月に「宝塚

市地区防災計画作成マニュアル」

を作り「地区防災計画」の作成を

各地域に依頼し

ています。 

我々の地域で

もいざと言う時

に、隣り近所が協

力して人命を守る「末成の奇跡」

をめざしてまいりましょう。 

（常任評議委員長 梶川 美佐男） 
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平成 2７年度 各部活動計画 （平成２７年４月～平成２８年３月） 

平成２７年度 活動方針 
１．自治会、各種団体及び企業等との連携強化 

２．本会の目的である『まちづくり活動』の推進 

     ①安全で快適なまち 

     ②健康で心がふれあうまち 

     ③街並みや景観の美しいまち 

     ④心豊かに安心して暮らせるまち 

 ３．「挨拶・声かけ運動」の推進 

本部 

・第２０回定期総会…平成２７年５月３１日(日) 済 

・役員会…毎月開催 

・運営委員会…毎月開催（５月２３日 済、第２日曜日） 

・常任評議委員会…４回開催（５月３１日 済、９月、１２月、平成２８年５月） 

総務部 

・基礎学力習得支援事業（寺子屋すえなり）…原則毎週月曜日 14:30～16:00 

・コミュニティフェスティバル（PTA と共催）…平成 2７年 11月 1５日(日) 

 ➢実行委員会…………６回開催（平成２７年７月～１１月） 

・地域対抗ソフトボール大会……平成２７年１１月２９日（日） 

・とんどまつり……平成 2８年 １月９日(土)   ・とんど用竹取り…平成 2７年 11月 2８日(土) 

広報部 

・広報紙発行…年間 6 回発行予定（発行部数 2,600 部/回）、有料広告掲載受付け中 

第８７号…6 月、  第８８号… 8 月、  第８９号…10 月、 

第９０号…12 月（フェスティバル特集号他 カラー印刷予定）、 

第９１号…平成 27 年 1 月、  第９２号…平成 2８年 3 月 

・広報活動 …①地域情報の収集（行政、学校園、自治会、企業等の関係団体など） 

       ②地域情報の発信（チラシ、広報紙、ホームページ、ブログなど） 

       ③屋外掲示板の活用 

福祉部   

・ふれあい喫茶…毎週各地区にて実施 ・地域なんでも相談（フレンド）…毎月第２、第４水曜日及び各サロン開催時 

・子育てサロン…毎月第 3 金曜日  ・福祉セミナー…平成 2７年 秋 

・サロン交流会…平成 2８年 3 月 ・介護予防体操…「地域なんでも相談」、各地区の「ふれあい喫茶」開催時に実施 

・高齢者会食会…各地区（９地区）にて随時実施 

環境部   

・末成小学校東門・幼稚園内花壇（１部）の管理 

① 夏秋花壇 中旬（土壌改良） 下旬（花苗植え付け）…平成２７年５月 済 

② 冬春花壇 中旬（土壌改良） 下旬（花苗植え付け）…平成２７年１１月 

③ 散水、除草…平成２７年６月～１０月  ④幼稚園児の花づくり体験と環境学習の実施 

・末成幼稚園園庭の芝生手入れ…平成２７年５月～（適時） 

・武庫川河川敷清掃…5 月１７日(日) （市内一斉清掃時）済、  11 月８日(日) （市内一斉清掃時） 

・御所川清掃（光明コミュニティと共催）…９月下旬、 平成 2８年３月下旬（空き缶・ビン等回収） 



 

青少年部 

・親子クッキング  6 月 2０日(土)    ・研修会  平成 2８年２月（子どもの安全連絡会と共催） 

・ナイトウォーキング（夜間パトロール）  年 3 回〔夏休み・冬休み・春休み〕 

・子どもの居場所作り  ①夏休み宿題広場 ７月２７～２９日 ②お楽しみ会 ７月２９日（水） 

③中高生居場所作り 12 月７日（月） ④冬休み書き初め大会 平成 2８年 1 月５日（火） 

④ドッジボール大会 平成 2８年 2 月 11 日(木・祝) 

生活安全部 

・防災訓練(小学校と共催)…平成 2８年 2 月 ・交通安全講習会…平成 2８年 3 月 

・公園、通学路等の点検及び危険箇所の是正対応 

・地域安全パトロール…毎月第 2 金曜日（地域見守り隊による巡回） 

・地域見守り活動…①子どもの見守り（登下校時）②防火・防災・防犯対策の推進等 ③安全啓発幟旗の保守点検 

まちづくり部 

・防犯対策の充実…幟旗による防犯意識の高揚と住民同士の絆の強化 

・環境の整備・維持…花と緑のあふれるまちづくり、街並・景観の美しいまちづくりの啓発看板の設置 

・地域の伝統・文化の伝承…子どもエイサーの習得支援 

・地域福祉の充実、教育環境の向上のための校区ネットワーク会議の開催 

・自主防災活動の推進…避難所運営委員会の開催、避難所の資器材の整備、地域防災計画作成 

地域総合避難訓練の実施  １０月２５日（日） 

ルーム運営部 

・ルーム利用受付…毎月第４金曜日（１２月は第３金曜日） 

・ルーム一斉清掃…①７月 2６日(日) 9:30～ ②12 月 1３日(日) 9:30～ 

・ルーム運営委員会…①平成２７年 9 月(運営委員会終了後)、②平成 2８年 3 月 (運営委員会終了後) 

 

平成２７年度 運営委員会（１５名）（委員長…川口輝久 副委員長…廣木 昭、山本昌宏） 

総務部・・・・部長…秋野徹二（ガーデンハウス） 副部長…北川保夫（ガーデンハウス） 

広報部・・・・部長…加藤富三（末成町） 副部長…新田昭英（末成町） 

福祉部・・・・部長…田中保子（民生児童委員） 副部長…吉田哲彦（民生児童委員） 

環境部・・・・部長…廣木 昭（ガーデンハウス） 副部長…河南敬二（ガーデンハウス） 

青少年部・・・部長…山本昌宏（末成小ＰＴＡ） 副部長…高山真理子（末成小ＰＴＡ） 

生活安全部・・部長…西田 喬（ローレル）副部長…花野進一郎（ガーデンハウス）、中西 勇（民生児童委員） 

まちづくり部・部長…加藤富三（末成町） 

ルーム運営部・部長…川口輝久（末成町） 副部長…田口 勲（青少年補導委員） 

平成２７年度 常任評議委員会（１６名）（委員長…梶川美佐男 副委員長…村山謙二） 
常任評議委員…田村 勉（伊孑志東）村山謙二（亀井福井）長谷川恵美子（福井亀井）竹田松美（県営御所前団地） 

  川端 穣（御所の前町）新里吉光（高松町）梶川美佐男（末成町）長岡忠男（末成町）藤井正栄（ローレル） 

北野将毅（ガーデンハウス）岡本義雄（ヒスイ苑）森本 勉（亀寿会）佐伯公子（民生児童委員） 

中戸春美（スポーツクラブ 21 すえなり）渡名喜正勝（末成小 PTA）平田久仁美（末成幼稚園長） 

平成２７・２８年度 役員（9 名） 《２年任期》 
会長…加藤富三 副会長…廣木 昭、小垣佳子（福井亀井） 庶務…山田 榮（ローレル）、葉澤一男（ローレル） 

会計…北川保夫（ガーデンハウス）、田中保子 監査…磯脇キリ子（高松町）、前田美知子（末成町） 

※①各氏の敬称を略させて頂きます。 

 ②評議委員のご氏名は掲示板に貼り出します。（末成小学校東門近く） 

お知らせ・・・末成小・校区内の山瀬歯科(山瀬信治氏)から 3,000円のご寄付を頂きました。 



《ご注意願います》最近自転車の交通事故が多発、警察も 

自転車の交通違反(2 人乗り、通行区分違反、危険走行等)の 

取り締まり罰則強化に取り組んでいます。 

振り込め詐欺・還付金詐欺・名義貸し等の悪質商法が相変 

らず横行しています。知らない人の電話、誘いのお話は 

断りしましょう。家族や警察に通報を！！ (生活安全部) 

    （薬剤師・奥田徳子） 

6 月 4 日はむし歯の日、6 月 4 日から 10 日は『歯と口の健康週間』で

した。歯を失くす原因のむし歯や歯周病は、できれば避けたいものですね。

今「80 歳で 20 本以上自分の歯を保とう」「60 歳で 24 本以上自分の歯

を保とう」「40 歳で喪失する歯をつくらない」という３つの目標が掲げら

れています。大人の場合、削ったり抜いたりした歯が元に戻ることはない

し、歯周病で減ってしまった歯茎が戻ることもありません。どれだけ「現状より悪くしないか」は「どれだけ良

いお手入れで予防できるか」にかかっています。毎日の歯磨きでみがき残しが多いのは「前歯の裏」「奥歯の表」

「歯ブラシを持つ手の奥歯の裏」で、「食べたらみがく」だけでなくデンタルフロス(歯間ブラシ)を使う習慣も大

変有効です。特に喫煙者・糖尿病・心臓病などの方は歯周病にご注意を。だ液が少ないのは危険信号です。歯に

良い栄養は、カルシウム、ビタミン A・C・D など。乾物の魚介類やキノコ類、海藻

類や乳製品などを心がけて摂りましょう。エナメル質を強化するビタミン A が豊富な

ニンジン・レバー・ウナギ、象牙質の形成に必要なビタミン C が含まれるキウイ・ブ

ロッコリー・ゴーヤなどもオススメ。歯の健康は、からだ全体の健康を守ることにも

つながります。 

毎日、しっかり歯と歯茎のお手入れをして、ずっと「元気に会話ができる」「おいし

く食事をいただける」日常生活を送りたいものですね。 

『地域なんでも相談』よりお知らせ 開催日毎月第２第４水曜日午後１時３０分～午後３時まで 

  末成小学校南館多目的ホールで皆さんをお待ちしています。お茶をいただきながら語らいましょう。 

  第４週目にはお楽しみ会 ゲームやこつこつ体操(偶数月 6 月 24 日開催)があります。 

【福祉部】  『喫茶すずらん』(多目的ホール)・『あいあい

サロン』(亀井会館)・『チェリー』(特養ちどり)・『ふれあい喫茶ローレル』(ローレルハイツ)・『ちゅ

らさん』(高松会館)・『ふれあい喫茶月曜サロン』(御所の前会館)・『サロン ガーデン』（ガーデンハウ

ス） 開催日は各地区掲示板に告示されます。【注】（ ）内開催場所 

『子育てサロン』ご利用のお誘い 毎月第３金曜日午前１０時より多目的ホールにて 

【青少年部】親子クッキング開催 6 月 20 日(土)午前 9 時 30 分より予約された方受付 

  夏休み宿題広場開催 ７月 27 日(月)～29 日(水)午前 9 時より多目的ホールにて、29 日お楽しみ会 

『寺子屋すえなり』からのお知らせ 

 6・7 月開催日 15・22・29 日 7/6・13(各月曜日) 

  午後 2 時 30 分より多目的ホールにて開催 

  ご父兄の参観をお待ちしています。(注)8 月は夏休み 

『ルーム使用申込受付』皆さんの活動の場所提供 

 毎月第 4 金曜日午後 3 時 30 分よりコミュニティ事務室にて受付 

 ７月 26 日(日)午前９時 30 分よりルーム一斉清掃。皆さんのご協力を 

『広報部』より、皆さんのご意見、ご要望、身近な出来事を 

お知らせください。 

連絡方法 E-meil  vr8az2@bma.biglobe.ne.jp 

（寺子屋での学習風景）           Fax    0797-91-2721 
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