
 5 月 28 日（日）午後 1 時 30 分より末成小学校多目

的ホールで、宝塚市末成小学校地域ま

ちづくり協議会の第 22回定期総会が開

催されました。 

 会長の挨拶、来賓の挨拶、市長・市

議会議長からの祝辞の紹介が行われた

後、議長に梶川氏、副議長に村山氏が

選任され、両氏によって議事が進めら

れました。初めに平成 28 年度の事業報告、一般会計・

ルーム運営会計の決算報告、監査報告が行われ、次に、

平成 29 年度の常任評議委員、運営委員、

平成 29・30 年度の役員が選任されまし

た。最後に、平成 29 年度の事業方針案、

事業計画案、予算案が出席された評議員

によって審議され、承認されました。 

（出席者数：来賓 6 名、評議委員 32 名、

新運営委員 14 名、新役員 5 名、旧役員・

旧委員 5 名、計 62 名） 
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宝塚市末成小学校地域まちづくり協議会 

５月２８日に開催されました総会

で、６回目の常任評議委員長に就任

しました末成町自治会の梶川です。 

宝塚市がコミュニティや自治会への支援のあ

り方について昨年４月に専門家に依頼して、「宝

塚市住民自治組織のあり方に関する報告書」を出

し、「職員体制の充実」が指摘されました。私も

昨年の６月議会の一般質問で「まちづくりを市が

ちゃんと支援するために、もっと担当職員を増や

すべき」と要望しました。そして、今年の４月か

ら地域担当職員を3人から5人に増やすとともに

担当課長も配置され、地域担当の専任職員が計６

人に増えました。 

まだまだ十分とは言えません

が、今後も市役所との連携を強

め、住みやすいまちにしていきた

いと思っています。今年度もよろしくお願いしま

す。（常任評議委員会委員長 梶川 美佐男） 

 末成小学校地域の皆様、第２２回定期総会で

平成２９・３０年度の宝塚市末成小学校地域ま

ちづくり協議会の会長に選任されました加藤

です。微力ですが、引き続き「住みやすい街」「住み続け

たい街」つくりに尽力して参ります。皆様のご支援ご協力

を宜しくお願い申し上げます。 

 さて、大地震や集中豪雨など自然災害の増大、人口減少、

高齢化、少子化、貧困の連鎖など私たちを取り巻く環境は

ますます厳しくなっています。このような状況において、

地域で対応しなければならないことが今後ますます増えて

いきます。まちづくり協議会は、住民の皆様一人ひとりと、

自治会、老人クラブ、子ども会、ＰＴＡ、民生児童委員、

青少年補導委員、スポーツクラブ２１、健康づくり推進委

員、人権啓発推進委員などの関係団体と、行政が連携し協

働でこうした地域の課題を解決し、自分たちのまちをより

良くしていくためのものです。あなたもまちづくり協議会

の一員です。一緒に、この地域を住みやすいまち・住み続

けたいまちにしましょう。（会長 加藤 富三） 

 

あなたもまちづくり協議会の一員です 
市役所と連携して 

まちづくりを進めましょう 
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平成２９年度 事業方針 

１、「挨拶・声かけ運動」を推進します。 

２、地域の住民、自治会、各種団体、企業及び行政との 

連携を強化し、協働のまちづくりを推進します。 

３、本会の目的である次のような『まちづくり』を推進します。 

   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 

  

平成２９年度  各部事業計画 （平成２９年４月～平成３０年３月） 

本部 

・第２２回定期総会…平成２９年５月２８日(日)午後 ○済  

・常任評議委員会…４回開催（５月２８日○済、９月 2４日、１２月 1７日、平成３０年５月 6 日） 

・運営委員会…毎月開催（５月２０日○済、及び毎月第２日曜日） 

・役員会…毎月開催 

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（登校日） 14:30～16:00 

・コミュニティフェスティバル（PTA との共催）…平成 2９年１１月１９日(日) 

  実行委員会…………５回開催（平成２９年７月～１１月） 

・とんどまつり……平成３０年 １月１３日(土)  ・とんど用竹取り…平成 2９年 1２月 2 日(土) 

広報部 

・広報紙発行…年間 6 回発行予定（発行部数 2,700 部/回）、有料広告掲載 

第 9９号…6 月、  第１００号… 8 月、  第１０１号…10 月、 

第１０２号…12 月（フェスティバル特集号他 カラー印刷予定）、 

第１０３号…平成３０年 1 月、  第１０４号…平成３０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…毎月各地区にて実施 ・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…平成２９年１２月１５日(金) クリスマスコンサート ・福祉セミナー…平成２９年秋 

・サロン交流会…平成３０年 3 月４日(日) ・高齢者会食会…各地区（９地区）にて随時実施 

・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 

環境部   

・末成小学校東門花壇・幼稚園内花壇（１部）の管理 

① 夏秋花壇 ５月中旬（土壌改良） ５月下旬（花苗植え付け）○済  …園児参加 

② 冬春花壇 １１月中旬（土壌改良） １１月下旬（花苗植え付け）…園児参加 

③ 散水、除草等…平成２９年６月～平成３０年３月（適時） ④  幼稚園児の花づくり体験と環境学習の実施 

⑤ 市道側花壇の椿、サツキ等立木剪定作業 ６月サツキ剪定、平成３０年３月椿剪定 

・末成幼稚園園庭の芝生手入れ…５月～平成３０年３月（適時） 

・武庫川河川敷清掃…5 月２１日(日) （市内一斉清掃時）○済、  11 月１２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２３日(土)、平成３０年３月２４日(土) （空き缶・ビン等回収） 

 



 
青少年部 

・親子クッキング  ６月２４日(土)  ・防災教室 １１月２６日(日) 平成３０年３月２５日(日)   

・親子ナイトパトロール  １２月２５日(月) 年１回 

・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（土） 

③中高生居場所作り 12 月 ④冬休み書き初め大会 平成３０年 1 月５日（金） 

⑤ドッジボール大会 平成３０年 2 月 1０日(土) 

生活安全部 

・防災訓練(小学校と共催)…平成３０年 １月１９日(金) 

 ・地域避難訓練への参画…１１月２６日(日)  平成３０年３月２５日(日) 

・交通安全講習会(自転車運転指導)…１２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、看板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 

・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地域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、地区防災計画作成、 

地域避難訓練の実施  11 月 26 日(日)   平成３０年３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…①６月２５日(日) ②12 月 

・ルーム運営委員会…①9 月１０日(日)(運営委員会終了後)、②平成３０年 3 月１１日(日) (運営委員会終了後) 

平成２９年度 運営委員会（ポスト１８名 実数１７名） 
（委員長…川口輝久 副委員長…廣木 昭、楠田訓子） 

総務部・・・・部長…天田勝晴（御所の前町） 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…楠田訓子（民生児童委員） 副部長…佐伯公子（民生児童委員）、前田美智子（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…秋田友美（末成小ＰＴＡ） 副部長…今西美由紀（末成小ＰＴＡ） 

生活安全部・・部長…西田 喬（ローレル） 副部長…秋野徹二（ガーデンハウス）、藤井正栄（ローレル） 

まちづくり部・部長…加藤富三（末成町） 副部長…小垣佳子（福井・亀井） 

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２９年度 常任評議委員会（１７名）（委員長…梶川美佐男 副委員長…村山謙二） 
常任評議委員…吉田俊七（伊孑志４）田村 勉（伊孑志東）村山謙二（福井・亀井）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）

悦喜由美子(ローレル）河内邦彦(ガーデンハウス）水上佳宏(ヒスイ苑）渡邊圭造(御所の前クラブ)  

恒田貴美(民生児童委員）中戸春美(ＳＣ21 すえなり）渡名喜正勝(末成小 PTA）薗 充子(末成幼稚園） 

平成２９年度 役員（１０名）  
会長…加藤富三（末成町） 副会長…廣木 昭（ガーデンハウス）、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）、天田勝晴（御所の前町） 

会計…北川保夫（ガーデンハウス）、田中保子（末成町） 監査…山本昌宏（高松町）、前田美知子（主任児童委員） 

※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） 



    （薬剤師 奥田 徳子） 

 最近、健康診断っていつ受けましたか？高校生までの学生さんや会社勤

めの方なら毎年自動的に健診の機会があると思いますが、大学生や大学院

生は学校の定めた日に自発的に受診しなければならないケースが多く、自

営業・専業主婦・定年退職後の方などにはなかなか健診の機会がありませ

ん。けれど健康診断は自分自身のためにとても大切なのです。 

 自分の健康状態を知っておく事・悪いところがあれば早く見つけて治療する事は、その人の健康寿命に大きく

関わります。「寿命」とは生きている期間のこと、「健康寿命」とは健康に生きている期間のことを指しますが、

何も 100 歳を超すまで何の病気もなく元気で、という訳ではなく、何か

しら具合の悪い所があってもそれらと上手に付き合い、極力悪化させず、

身の回りのことを自分でしたり近所に出かけたりお友達と交流したり、

という事をできるのが健康寿命です。誰だって「寿命」と「健康寿命」

はできるだけ近い方が幸福ですよね。今、日本は「人生 90 年」の時代

です。90 歳まで楽しく過ごすには、若い時から健康管理をすることが大

切です。だからこその健康診断なのです。 

 そこでオススメなのが市の健診。例えば、国民健康保険加入で 40～

74 歳の方だと市の実施する特定健診が無料で受けられます。75 歳以上

の後期高齢者医療の方も無料です。年齢制限はありますが、子宮頸がん・

乳がん・前立腺がん・肺がん・大腸がん等の検査や肝炎の検査も市民で

あれば 500 円〜2500 円という料金で受けられます。これらは社会保障で賄われる行政サービスなので、受け

なきゃ損！自分のことは自分でできる生活を長く守るためにも、健康診断に行ってみませんか？ 

 

 

 

 

                           生活安全部より 

●【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。 

開催日 6 月 14 日・28 日・7 月 12 日・26 日(お楽しみ会、こつこつ体操、健

康座談会) お茶をいただきながら語らいましょう。 

  ふれあい喫茶店のご紹介 

『喫茶すずらん』(多目的ホール)・『愛あいサロン』(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。 

●【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。6 月 25 日(日)ルーム清掃日 

  
寺子屋は、小学生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ひらいて 

います。お子さんの参加をお待ちしております。 

6 月開催日 5・12・19・26 日 7 月開催日 3・10 日  

 


