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「タウンミーティング」を 開 催

～市長と市民の語らい～
日）午前 時～ 時 分

地域の皆さまも、是非ご参加を

月７日

った体制づくりと子どもを
守り、育てる行政施策が大
切であります。そこで親と

子どもの立場から、課題提起
をお願いし、子どもが活き活
きとする魅力ある、まちづく
(
ゆずり葉コミュニティルームで りを図ります。
次の地域課題２の活動拠点
の充実が重要であります。①
地域課題として次の３点を設定 日曜日の逆瀬台ディセンター
します。市民と行政が、大いに議 の門扉が閉ざされ、コミュニ
論をし、みのりある会議にします。 ティルーム使用の障害になっ
ています。鍵をつくりコミュ

分

分

ィングを置くか、暗渠にして、
有効活用することを提案します。 ② 駐 車 場 の 新 設

地域課題２

拠点施設有効活用に
伴う施設の充実
① ディセンターの
入口ゲイト確保

蓋をする

分

宝塚市内２０のまちづくり協議会
宝塚市自治会連合会 ・ 宝塚市

まちづくりフォーラム

「みんなでつくろう宝塚」

インターネットに
よるＴＶライブ中継
を初めて実施するに
あたり ……
ゆずり葉コミュニ
ティ・広報委員が、
ビデオの記録録画撮
りに参加します。

良い機会

「ＮＰＯ」を知る

市民の皆さまが

シニアパワーを活かす会

コスモス

宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ

長尾すぎの子クラブ

パネラー
４ＮＰＯ法人

テーマ
「まちづくりとＮＰＯ」

主催

平成 20 年 12 月 1 日( 月 )
)13:00
13:00 ～
宝塚市立文化施設 ソリオホール

日時
会場

地域課題Ⅰ

地域課題３

教職員・地域が一緒になって実施します。

だき地域住民の皆さまも是非ご参加ください。

行います。この防災訓練の趣旨をご理解いた

練、③災害時要援護者支援訓練を 基本と して

地震を 想定した①避難訓練、②炊き 出し訓

11

「子どもたちの笑顔あふれる
まちづくり」を大いに語る

フリー・トーク

その他、意見交換を行います。

兵庫県と宝塚市は、阪神・淡路大震災の経

験と教訓を継承し、大震災を忘れず、将来の

災害への充実を図るため、地域住民と学校と

が連携した「１・ は忘れない」地域防災訓

日が土曜

こ の状況下、ゆずり葉コミュニティは逆瀬

台小学校と連携して平成 年１月

日ですので前日の 日 金
( ）午前 時～ 時
分に逆瀬台小学校の運動場と教室で生徒・

21

ニティの施設運営規定で実施
すれば簡単に解決できる問題
です。②逆瀬台地区は急坂の
場所にあって駐車場が必要不
可欠です。水路上にグレーチ

12

18

練を推進しています。

17

16

11

名
称
助成金
主 な 活 動 内 容
ゆずり葉散策路整備倶楽部
９ ゆずり葉散策路の整備活動
逆瀬台小学校区裏山保全整備活動会議
１０ 裏山の保全や資料作成
１０ 白瀬川の保全・整備
白瀬川の自然を育てる会
白瀬川両岸集合住宅協議会
１５ マンション群の活動会議
逆瀬川グリーンハイツ歳末餅つき大会
８ 歳末餅つき大会
ゆずり葉健康カラオケサロン
０ 毎週水曜日のカラオケサロン
逆瀬台自治会 ( 福祉部のさつき会・サロンド逆瀬台 )
３０ 高齢者の福祉活動
光ガ丘福祉活動委員会
３０ 各種福祉のクラブ活動
９０ ふれあい喫茶・ピンポンクラブ
ゆずり葉シニアサロン
ゆずり葉ミニライブラリー運営委員会
０ ミニ図書館
グリーン愛好会
０ 園芸作業・ガーデンづくり
逆瀬台小学校区環境井戸端会議
１０ 公園のクリーンハイキングなど
グリーンハイツ愛好会（裏山ハイキング）
０ 主に行者山登山・ハイキング
逆瀬台小学校区健康づくり推進活動会議
１０ 宝塚市健康づくり推進員活動母体
逆瀬台自治会（逆瀬台桜まつり）
５０ ライトアップの夜桜ほか
逆瀬台自治会（逆瀬台夏まつり）
１００ 子供遊び館ほか
逆瀬台自治会（逆瀬台文化祭）
１００ 音楽会・展覧会・お茶会
光ガ丘クラブ（仮称）
逆瀬台自治会に準ずる

未来を担う子どもたちの育成は
家庭、学校、地域社会が一体とな

地域住民と逆瀬台小学校が連携した「地域防災訓練」

10

金額：千円
金額
千円

「活動助成金」は、阪神北県民局と宝塚市社会福祉協議会からの助成金。

平成 年度から新しい制度、
タウンミーティングができまし
た。行政が市民の生の声を聞き
参考にすることにより、まちづ
くり計画の実現を推進し、協働
のまちづくりを進めることを目
的に開催されるものです。
当日は、市長や市の幹部職員
が参加し市民と対話します。

未掲載・役員、委員名簿

「１.１７は忘れない・阪神大震災メモリアル事業」を実
「１
１７は忘れない・阪神大震災メモリアル事業」を実施 !!

!!
!!

30

50

12

「活動者登録届」及び「活動助成金」が決定しました

20

平成 年４月１日から
施行の新会則は、個人及
び団体の提案権と活動権
を基本にして、ボランテ
ィア活動のより一層の活
性化が図られています。
その結果、７月 日に
締切厳守の登録届と活動
助成金の応募は、ともに
件にたっし８月３日の
役員会で審議して下記の
表のように議決されまし
た。今後のボランティア
活動が期待されます。
20

ゆずり葉コミュニティ

30

伊藤喜代子
岩井友久
鬼頭 勝
國司恒雄
阪尻千恵子
田麦典房
友田玲子
中村一雄
千秋良雄
鮫島 征

10 17

毎年１月１７日は、ゆずり葉緑地
公園で「鎮魂之碑」に宝塚市民
１１８名の犠牲者を祈り献花と記帳
が行われています。

22

活動委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監査役員
監査委員

30

秋 第５3 号
10,000 人のまちづくり

発行部数 4,500 部
住 所
〒665―0024 宝塚市逆瀬台 6 丁目１番１号
宝塚市立逆瀬台小学校内
＜Ｅメール＞ yuzuriha-c.wing@orange.zero.jp
連絡先／中村 TEL72-5644
＜ブ ロ グ＞ http://www.hnpo.comsapo.net/yuzuriha/
＜ホームページ＞ http://yzrh.exblog.jp/

逆瀬台小学校区

平成２０年１０月１５日

秋・第５３号
ゆずり葉だより
(1)

