
 末成小学校地域に関わる皆様、新年あけましておめ

でとうございます。平素は格別のご高配を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 さて、『コミュニテ

ィすえなり』は宝塚市

のコミュニティ政策に

より1996年に創設さ

れました「まちづくり協議会」です。宝塚市の「まち

づくり協議会」はその地域に関わる人たちが参加でき、

行政と協働で地域固有の課題を解決し、地域の実情に

応じたまちづくりをすることを目的としています。

「コミュニティすえなり」は末成小学校地域を「住み

やすいまち」にするため活動しています。この目標を

達成するためには、皆

様の知識・経験とご協

力が必要です。多くの

皆様は 1 年 8,760 時

間の内、7～8 割の時間を地域で過ごされています。

その時間の一部を地域のためにお貸しください。 

（会長 加藤富三）

新年のごあいさつ（常任評議委員長 梶川美佐男） 
  

会長 1名、副会長 2名 

庶務 4名以内 

会計 2名、監査 2名 

常任評議委員会は次期役員候補者の立

候補を受け付けます。 

立候補のご連絡先： 常任評議委員会 

委 員 長 梶川 美佐男 ７３－０７６３ 

副委員長 村山 謙二   ７２－０１９８ 

締め切り：平成 29 年 3月 19日（日） 

 あけましておめでとうございます。 

 常任評議委員長の梶川です。 

 １月９日は成人の日で、今年も宝塚ホテルで

式典があり出席しました。今年の成人は、平成

８年４月２日から平成９年４月１日に生まれた人で、2,288

人（男性 1,081 人、女性 1,207 人）です。昨年からですが、

あの阪神淡路大震災以後に生まれた人が成人なのですね。み

んなの初々しい表情を見ていたら、４１年前を思い出しまし

た。新成人代表のあいさつの中に「愛する宝塚とともに、目

の前に続く道を、全力で生き抜いていきます。」と力強く宣

言していました。この若者たちがコミュニティのイベントな

どに参加してもらえるようにしたいですね。 
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宝塚市末成小学校地域まちづくり協議会 

住みやすいまちづくりのために 

 皆様の知恵と経験と時間を 

  
平成 29 年 2 月 11 日（土・祝）9 時 30 分～12 時 

（受付 9 時 15 分～） 

末成小学校 運動場 （雨天の場合は体育館） 

小学校 1・2 年、3・4 年生、5・6 年生に分かれ、

試合をします。6人でチームを作って参加しましょう。 

 

平成 29 年 2 月 22 日（水）・4 月 26 日（水） 
13 時 30 分～15 時  

末成小学校 南館 1 階 多目的ホール 

健康寿命を延ばすための体操と健康について 

お茶・お菓子を召し上がりなら語り合います。 

 

 
平成 29 年 3 月 5 日（日） 13 時 30 分～  

末成小学校 南館１階 多目的ホール 

内容 

① 「サカシン＆トミー＆ヒデちゃん（ゲスト）」

の音楽演奏と歌 

② みんな歌いましょう 

③ ティータイム 

ふれあい喫茶 

「チェリー」「すずらん」「愛あいサロン」「ちゅら

さん」「ローレル」「月曜サロン」「サロンガーデン」 

 

平成 29 年度・30 年度 

役員候補者 

立候補の受付 

mailto:vr8az2@bma.biglobe.ne.jp


 

 

★ 新年明けましておめでとうございます。 

運営委員会委員長とルーム運営部長でお世話になっています。コミュニティの 

各部が年度に掲げている施策、また地域における問題点等において、運営委員会 

の場で地域の皆様に反映できるよう頑張ってまいります。地域の方・登録団体の 

皆様には、末成小学校南棟の各部屋のご利用を誠に有難うございました。 

今年も多くの方々が利用していただける様、精一杯頑張って参りますので、 

ご利用とご指導ご協力をお願い申し上げます。 （運営委員会委員長＆ルーム運営部部長 川口 輝久） 

★ 新年おめでとうございます。 

今年も、年頭恒例の＜とんど＞行事に始まり、毎週月曜の＜寺子屋すえなり＞、 

１１月の＜ふれあいまつりコミュニティフェスティバル＞が 

ボランティアの皆さまのご協力を得ながら、開催されます。 

それらの行事を通じて、地域のきずなが、一層深まり、来るべき、災害に 

生かせればと思ってます。                       （総務部部長 北川保夫）  

★ 皆様、明けましておめでとうございます。 

残った任期、広報活動で頑張りますので、ご支援よろしくお願い致します。 

「コミュニティが何をやっているか分からない」とよく耳にします。 

現在は本人がその気になれば、広報誌、チラシ、掲示板、インターネット（ＰＣ、スマホ） 

などで簡単に「活動内容」を知る体制になっていると思っています。 

分からないと云われる方は地域活動に無関心な所に起因するのではないでしょうか。 

行事などへ積極的に参加して下さい。一緒に活動しましょう。      （広報部副部長 新田昭英） 

 

★ あけましておめでとうございます。 

福祉部ではサロン交流会・福祉セミナー・地域なんでも相談「フレンド」 

・クリスマスコンサートなど高齢者から子どもまでが 

楽しんでいただける行事を開催します。 

皆様の参加ご協力お願いいたします。                 （福祉部部長  田中保子） 

★ あけましておめでとうございます。 

青少年部では今年も沢山の子どもたちに参加してもらえる様、 

親子ナイトパトロール、ドッジボール大会など色々な行事を開催します。 

もちろん地域の方の参加、お手伝いも大歓迎です。 

１年間宜しくお願いします。                    （青少年部部長 堤 美代子） 

★ 新年明けましておめでとうございます。 

環境部は今年も地域の美化活動に部員一同頑張って取り組んで参ります。昨年は新部員 

1 名を迎える事が出来ましたが、部員の高齢化が進み病がちで退部希望を 

申し出を受けていますが、無理をしないでよいから退部を思い止まって貰っています。 

 地域の皆さん！！なにとぞお力添えをお願いいたします。”部員募集”  （環境部部長 広木 昭） 

★地域の皆様 明けましておめでとうございます。 

今年も生活安全部は主に地域の子ども達の安全、安心な町づくりのために地域の 

パトロール、防災訓練、交通安全啓蒙等計画に基づき部員一同活動を、行ってまいります。 

今年も生活安全部を宜しくお願い申し上げます。   

（生活安全部部長 西田 喬） 



 

  
12月５日( 月)の夕方５時から高司児童館にて 

「みんなでクッキング！！ ポテトパンケーキ」 

を開催しました。 

今回は、中学生 23人 コミュニティ・PTA8人で 31人の参加がありました。 

じゃがいもを千切りにして、塩、バターを混ぜて焼くとパンケーキ風に。 

チーズなどをトッピングして、おいしいと好評でした。 

中学生とスタッフの会話も弾み、クッキングを楽しみました。 

この企画をご支援いただいたコミュニティすえなり、高司中学校 PTA の皆様 

ありがとうございました。  (たかつかさŢeen's 応援団   前田美知子) 

 
１２月１６日（金）午前１０時より末成小学校多目的ホールにおいて 

恒例のコミュニティすえなり福祉部主催の 

「子育てサロンのクリスマス会」が開催されました。 

参加人数：大人 70名、子ども 103名（末成幼稚園園児 81名を含む） 

たんぽぽ団の皆さんより、クリスマス・ソング等計 6曲を演奏して頂きました。 

子ども達は知っている曲になると大きな声で一生懸命歌っていました。 

 演奏が終ると、サンタさんから子ども達にお菓子のプレゼント。子ども達は早く 

欲しいと手を伸ばして待っていました。園児達はお礼として、言葉遊びを披露して、 

大人達を笑わせてくれました。ホールから出る時はスタッフの人達とタッチしたり、 

握手したりして出て行きました。園児以外の子ども達もお母さんと一緒に 

「ありがとう」と言って帰って行かれました。      （福祉部 佐伯公子） 

 
新年あけましておめでとうございます。 

１月６日、書道の河本先生のご指導のもと、末成小学校多目的ホールにて、 

毎年恒例行事の書初め大会を行いました。 

未就学児 2名を含む 43名の子ども達が参加してくれました。 

子ども達は大きな書初め用紙に向かい、太筆で力いっぱい書いていました。 

河本先生に指導してもらいながら、お手本をよく見て、納得のいくまで何度も 

清書している子どもたちの表情は、真剣そのものでした。 

「上手に書けたよ！」「どちらの方が良く書けているかな？」 

「もっと練習しよう。」などそれぞれの声が聞かれました。 

習字は心が落ち着いていないとうまく書けません。 

筆の扱いなど、物を大切に扱うこともうまく書くために必要な事ですね。 

最後には、参加してくれた子ども達一人一人が、 

納得のいく作品が出来上がっていたようです。 

失敗してしまった作品も、１月１４日のとんどで焼かれました。 

書初めを火に焼（く）べた時、炎が高く上がると 

字が上達すると言われているようです。   （青少年部副部長 松尾梨央） 

 
1月 14日（土）寒い中、地域の児童、保護者、 

コミュニィティーの人たち約２00人が参加して、 

とんどまつりを行いました。 

子どもたちが書いた書初めと注連飾りなどを燃やし、 

温かい「ぜんざい」を食べて、今年の無病息災を祈り、 

みんなで楽しみました。 

子どもの頃、河原などでたき火をして、暖をとって遊んだ事を思い出しました。 

とんどは毬を打つ長柄３本を合わせた三毬杖（さぎちょう）からきた「左義長」、 

書初めの紙を燃やして高く上げ、字が上手になるよう願った「吉書揚」とも謂われます。 

皆さんご家庭で、お子さんやお孫さん達と昔からの伝統について話をしたりするのは、 

いかがでしょうか。 

今年も皆様にとって、良い年でありますように。  （総務部副部長 天田勝晴） 



 （薬剤師 奥田 徳子） 

  今、日本では子供が減り高齢者割合が増え続けています。一人暮らし

や夫婦のみの高齢者世帯では遠い所まで歩いて行けなくなったり車や自

転車に乗れなくなったりと、だんだん外出の機会が減ってきます。そんな

時に困るのが買い物と通院。特に重い荷物の買い物と日々のお薬には「配

達」が便利です。一部のスーパーやコンビニで荷物を「配達」してくれる

のと同じ様に、一部の薬局では薬剤師が薬を自宅まで持って来てくれる制度があります。薬局までヘルパーさん

にお薬を取りに行ってもらうよりも薬剤師に自宅訪問してもらう方が便利なのは、家の薬を一括して見てもらえ

るところです。よそでもらっているお薬、自宅に置いてある常備薬、買って飲んでいるお薬やサプリ・健康食品

など「一回分ずつ袋にまとめて欲しい」「だんだん残ってたまって来る」「飲み合わせが分からない」「飲む回数

や種類が多過ぎて面倒」という事はないでしょうか。急に熱が出た、おなかをこわした、などという時に「今、

自宅にあるお薬の中でどれを飲んだら良いか」などと電話相談することも出来て、

普段から家のお薬を担当薬剤師に見ておいてもらうと何か困った時にはかなり

便利で安心。ヘルパーさんに頼んだりタクシーで帰るのと比べて料金も大差なく、

いったん訪問担当薬剤師が決まればたまったお薬の整理や電話相談なども無料

でおむつや消毒材などを一緒に持って来てもらうことも可能です。普段行ってい

る薬局で定期訪問の相談をするもよし、主治医やケアマネさんに相談して訪問薬

剤師を紹介してもらうもよし。「いつも薬局で長時間待たされるのが大変」など

という方には特に検討の価値アリ！の制度です。 

《特殊詐欺》の被害が多発しています！！あなたは大丈夫ですか？   生活安全部より                                                                           

振り込め詐欺・還付金詐欺・訪問詐欺・悪質商法に注意！ 

もうかります・名前を貸して下さい・役所、警察の者です＝怪しい 

知らない人にお金を渡さない。知らない人と約束をしない。 

おかしいな？と思ったら家族・親しい人・警察官と相談を！！ 
                             

●【福祉部】『 』 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。 

開催日 2 月 8 日・22 日(こつこつ体操、健康座談会他)  

    3 月 8 日・22 日(お楽しみ会) 

  ふれあい喫茶店のご紹介 

『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)・『ふれあい喫茶月曜サロン』(御所の前会館)・『ちゅらさん』

（高松会館）・『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。地域

のみなさんのお越しをお待ちしています。 

 第 7 回『サロン交流会』開催 平成 29 年 3 月 5 日(日)13 時 30 分～ 南館多目的ホールで 

●【青少年部】ドッジボール大会 平成 29 年 2 月 11 日(土)午前 9 時～ 末成小学校運動場で 

●【ルーム運営部】『ルーム』使用受付 皆さんの活動の場所を提供いたします。 

      毎月第４金曜日午後３時 30 分よりコミュニティ事務室で受け付けします。  

 寺子屋は、低学年の基礎学力の向上に努めています。 

寺子屋は、小学校開校日の毎月曜日午後 2 時 30 分より南館多目的ホールで。 

 


