
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      和坂校区まちづくり協議会 会長 茶谷紀元 

 

和坂校区まちづくり協議会が発足して３年目を迎えました。各部会の

精力的な活躍は、目を見張るものがあります。まだ、まち協の活動にご

参加されたことがないご町内の皆様、今年度はお気に入りの活動にぜひ

ご参加されることをお勧めします。５月２６日(日)には健康・福祉部の

主催で「体力測定の会」、６月９日には生活・安全部主催で、防災セミナ

ー「必ず発生する南海トラフ大地震」(講師・明石高専の本塚先生)の講

演会を開催いたしました。 

７月の納涼祭、９月の敬老会、１月の左義長の恒例の行事も計画され

ています。今年も、ぜひご参加・ご出席くださいますよう、ご案内申し

上げます。 

 まちづくり協議会の各種の活動や行事は、校区にお住まいの皆様が、

主人公であり、校区の皆様とご一緒に楽しむ行事です。 

どうか、今年度実施されます、セミナー・イベント・各種行事に校区

の皆様が多数ご参加していただけることを楽しみにしております。各種

の行事・イベントの詳しい日程等につきましては、事前に回覧文書・掲

示ポスター等でお知らせいたします。多くの地域の皆々様にご参加いた

だくことが、主催者の喜びであり、やりがいになります。７月の納涼祭

にはぜひ一度ご参加ください。 

校区まちづくり協議会事務局 

・和坂小学校区コミセン内  

・事務局は、2 名が火～金曜日の午後 1 時～5時まで勤務しています。 

・  

 

 

 

日  時 事 業 名 場所等 担 当 

５月 13日 

6月 10日  

6月 10日  

６月３０日 

7月 21日 和坂校区ふれあい納涼祭 

8月 15日 精霊流し行事協力参加 

9月 1７日 校区敬老会 

11 月 11日 

11 月 25日 校区防災訓練 

11 月 28日 

1２月２０日  

1月 19日 1200 

１月２６日 

２月１６日 250 

2月 24日 １７ 

3月２０日  

3月 31日 街中探検ハイキング ２６ 

２０１９年度 和坂校区まちづくり協議会事業予定 

日 時 事 業 名 場所等 担 当 

5 月 19 日 和坂校区まちづくり協議会定期総会 コミセン活動室 事務局 

5 月２６日 体力測定の会 和坂小体育館 健康・福祉部 

６月４日 納涼祭事前打合せ コミセン活動室 文化・交流部 

6 月９日 防災対策講習会 西明石町公民館 生活・安全部 

 7 月 6 日 ゴミ減量推進研修会 コミセン活動室 環境・衛生部 

 7 月１４日 ポイ捨て防止運動 和坂小他 環境・衛生部 

7 月２７日 和坂校区ふれあい納涼祭 和坂小運動場 文化・交流部 

8 月 15 日 精霊流し行事協力参加 甲池グランド公園 環境・衛生部 

9 月８日 防災対策講習会 コミセン活動室 生活・安全部 

9 月 16 日 校区敬老会 和坂小体育館 健康・福祉部 

11 月１０日 ごみ置き場点検 各地区 環境・衛生部 

１１月 2４日 校区防災訓練 和坂小体育館 生活・安全部 

11 月予定 各部会報告・懇親会 コミセン活動室 事務局 

12 月１日 左義長・ふれあい餅つき大会打合せ会 コミセン活動室 文化・交流部 

1 月 1１日 左義長・ふれあい餅つき大会 和坂小運動場 文化・交流部 

１月２５日 校区出前健診 コミセン活動室 健康・福祉部 

２月１５日 健診結果説明会 コミセン活動室 健康・福祉部 

〇役員会は、原則毎月第 1 火曜日に開催しています。 

〇各部では、活動に参画していただく「まちづくり推進員」を募集しています。 

〇広報紙「わくわくわさか」は、6 月・10 月・12 月・3 月の発行を予定しています。 

 

 

 

2019年度まち協定期総会を開催 
和坂校区まちづくり協議

会では、2019 年度定期総会

を５月 19 日（日）午前 10

時から和坂小学校区コミュニ

ティ・センター活動室で開催

しました。総会には、まちづ

くり推進委員 69 名のうち

43 名が出席したほか、12

名から委任状提出がありま

した。 

茶谷会長の挨拶、安藤和坂小学校長の来賓挨拶、来賓紹介の後、議長に林

谷委員を選出し、議事に入りました。 

議事では、2018 年度まち協・部会事業活動報告、会計決算報告・会計監

査報告について各担当役員から報告があり、いずれも承認されました。引き

続き、2019 年度まち協新役員を承認した後、2019 年度まち協・部会事

業計画及び予算の提案が行われ、承認されました。また、まち協がコミセン

の管理業務を行うため、新たに「規約改正の件」の提案が行われ、一部修正

のうえ承認されました。 

なお、当日の総会議案書及び議事録は、まち協事務局で閲覧することができます。

また、ホームページにも掲載しておりますので、ご覧ください。   

 

規約改正 

改正前  改正後 

(事務局) 第 17条 

本会の運営や活動に必要な事務及び会計等

を円滑に行うため、本会に事務局を置く。 

２ 事務局員は役員会の承認を得て会長が

任命する。 

(事務局) 第 17条 

本会の運営や活動に必要な事務・会計及び

和坂小学校区コミュニティ・センター管理

業務を円滑に行うため事務局を置く。 

２ 事務局員は役員会の承認を得て会長が

任命する。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体力測定の会に参加された皆様は、

現在の自分の状態を知ることができ、

日頃の暮らしぶりについて考える機会

とすることができました。   

この企画は、健康・福祉部が中心と

なり、明石市文化・スポーツ室スポー

ツ振興課の協力を得て実施しました。 

当日は 55 名の参加がありました。

測定項目は、①握力②長座前屈③10m

障害物歩行④６分間歩行⑤開眼片足立

ちでした。参加した方々は、年齢に応

じた平均値と自分の値を比べて自分の

健康状態について知ることができまし

た。 

参加された方に聞いてみました。▼

片足立ちができなかったのがショック

でした▼各種目でやり方のヒントをい

ただいたので、サロン活動にも取り入

れてみようと思います▼応援されると

頑張ろうと思いました▼できるところ

までやってみようという向上も芽生え

ます▼年相応の数値でしたーなど自分

の健康状態を知ることができてよかっ

たと思います。 

健康・福祉部では、この取り組みを

毎年の恒例事業としていくことを考え

ています。校区の住民の皆様に、少し

でも健康への意識が向上するよう願っ

ています。

地域ＮＥＷＳ 西明石東町 

     5 月 9 日(木)  

ふれあいサロン年間行事の一

つ、市内施設見学会を実施しま

した。好天に恵まれて、20 名

の参加者は明石消防署で地

震・煙体験・油火災の体験など

災害の恐ろしさ等を職員の方

の熱心な話を聞きながら、災害

に対する認識を新たにするこ

とができました。 

その後、高齢者ふれあいの里

「大久保」で昼食をとり、午後

から明石市社会福祉協議会を

訪問しました。そこでは、協議

会の役割、障害者に対する支

援、後見人制度等の説明を受

け、参加者一同は、施設の充実

に感心しつつ無事帰途につき

ました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編
集
後
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買い物困難者についての取り組み報告 
 昨年度より、校区の買い物事情について調査・検討を進めています。

ご存じのように、以前は校区内にスーパー・商店街・市場などがありま

したが、現在は買い物や飲食のできる店が皆無です。買い物は校区外や

市外(神戸市西区)まで出かけているのが実態です。校区でも高齢世帯の

増加は避けて通れない状況です。今はよくても近い将来、買い物が大き

な問題になると考えられます。 

文化・交流部で検討を始めましたが、今年度から、まち協として検討

委員会を立ち上げ、話し合いを進めています。4 月 23 日には、高丘地

域住民とコープ大久保と協賛企業によって運営されている様子を視察し

てきました。まず、和坂校区でどのようなことが必要とされているか、

実態を分析することから始めます。そのために校区にお住まいの 65 歳

以上の方にアンケートを予定しています。 

２０１８年度 会計決算  

収入の部            (単位:円） 

項   目 決算 摘   要 

前年度繰越金 219,533  

自治会分担金 271,500 ２７１５戸×100 円  

地域交付金 1,540,000 明石市コミュニティ推進課  

県子ども安全サポート事業  20,000  

県民生活局補助金 190,000 明石防犯協会  

敬老会特別委託金 300,000 明石市高年介護室  

地域事務局支援事業交付金  2,000,000 明石市コミュニティ推進課  

視察研修受入れ費 20,000 丸亀市岡田コミュニティ  

敬老会寄付金収入 90,000  

雑収入 15 銀行預金利子  

合計 4,651,048  

支出の部            (単位:円) 

項   目 決算 摘  要 

生活・安全部 241,588  

環境・衛生部 97,871  

健康・福祉部 413,810 敬老会を含む 

文化・交流部 680,062 納涼祭・左義長含む 

広報部 146,782 わくわくわさか発行 

本部費 322,482 事務用品等公費負担分 

事務局人件費 1,852,446  

備品購入費等 147,554  

事務局費等 486,895 事務局費(一般会計分) 

繰越金 261,558  

合計 4,651,048  

 

 

 

西明石町連合自治会 

 
まち協の HP にアク

セスできます。 

明石市市制施行 100 周年記念事業の一環として位置づけられた 2019

年度明石市花壇コンクールで、鳥羽大東公園愛護会が優秀賞、西明石町連

合自治会・和坂小学校が特賞を受賞しました。市内で、特別賞を受賞した

のは１５団体で、うち３つが和坂校区でした。また、和坂高年クラブ(和楽

会)・新和坂高年クラブも入選しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 和坂校区まちづくり協議会 役員会名簿  

 新年度の役員が決まりました。よろしくお願いいたします。 

役 職 氏名 所属団体 

会 長 茶谷 紀元 和坂自治会 

副会長 久保登喜子 中和坂自治会 

〃 岩嵜 惠年 旭が丘自治会 

幹 事 岩澤 平勝 西明石町連合自治会 

〃 坂口 光男 鳥羽町内会 

〃 中野 勝広 ハイレジデンス西明石自治会 

〃 石橋 松美 新和坂自治会 

生活・安全部長 櫻井  孜 まちづくり推進委員 

環境・衛生部長 蓬莱 清道 まちづくり推進委員 

健康・福祉部長 安田 政義 地区社会福祉協議会 

文化・交流部長 久保登喜子 中和坂自治会 

広報部長 加納 靖久 まちづくり推進委員 

事務局長 入江 俊勝 西明石東町自治会 

会  計 廣原とし子 まちづくり推進委員 

会計監査 飯田 聡子 和坂小学校教頭 

〃 安田 政義 地区社会福祉協議会 

特別幹事 安藤 正昭 和坂小学校長 

〃 竹谷真理子 和坂幼稚園長 

〃 林谷 敏美 和坂保育園長 

〃 脇野 多賀 かにがさか保育園長 

〃 八杉 弘昭 鳥羽厚生館長 

 

 

 

 

 

和坂 SC21会員 募集中  

和坂スポーツクラブ 21 で

は、体育館・運動場・活動室で、

曜日ごとに様々な活動をしてい

ます。しかし、現在ソフトボー

ルとグラウンドゴルフが休部状

態になっています。各種目につ

いては、和坂 SC2１よりお知ら

せしていますので、健康増進や

余暇の過ごし方などで、スポー

ツクラブを活用していただけれ

ばと思います。見学・体験も随

時できますので、ぜひご来校く

ださい。 

問い合わせは、 和坂小コミセン 

☎928-4110 まで 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

和坂小学校 

 
 

 

アライグマが校区で 

目撃されています。 

見かけによらずどうも 

うです。見かけたら 

自治会長さんに連絡してください。絶対

に、相手になったり、手を出したりしな

いでください。 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度 会計予算  

収入の部            (単位:円） 

項   目 予算 摘   要 

前年度繰越金 261,558  

自治会分担金 271,500 ２７１５戸×100 円  

地域交付金 1,540,000 明石市コミュニティ推進課  

敬老会特別委託金 300,000 明石市高年介護室  

地域事務局支援事業交付金  4,100,000 明石市コミュニティ推進課  

合計 6,473,058  

※コミセンのまち協に移行に伴い、コミセ

ン経費が計上されています。 

支出の部            (単位:円) 

項   目 予算 摘  要 

生活・安全部 150,000  

環境・衛生部 150,000  

健康・福祉部 400,000 敬老会を含む 

文化・交流部 700,000 納涼祭・左義長含む 

広報部 150,000 わくわくわさか発行 

本部費謝金等 290,000  

事務局人件費 3,600,000  

備品購入費等 500,000  

事務局費等 260,000  

予備費 273,058  

合計 6,473,058  

 
 

鳥羽大東公園愛護会 

 

西明石東町 

 

検討委員会メンバー 

茶谷 紀元 (まち協会長)  

林谷 全晃(文化・交流部)   

成松 泰博（環境・衛生部） 

中屋 詳子（環境・衛生部）    

入江 俊勝(事務局)   

 
6分間歩行にチャレンジ中 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

 

西明石町連合自治会 

 

長座前屈 

 

 

 

 

 

久保登喜子(文化・交流部) 

廣原とし子(生活・安全部) 

乙井  末治（健康・福祉部） 

中西  景子(文化・交流部) 

上住久美子(事務局) 

 

 

 

10m 障害物歩行 


