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知ら咲か

「知らせましょ・咲かせましょ」

五月二十九日に通常総会を開催します
逆瀬川グリーンハイツ集会室十八時三十分より
五月二十九日（木）、
「知らせましょ・咲かせましょ」通常総会を開催し

ます。当日は平成二十五年度事業報告、会計報告、二十六年度事業計画案、
事業予算案の審議と役員の選任・解任、会則の変更についての各議案の審
議と決議を予定しています。

ミ処分の実施、助け合い・見守り活

り、家具転倒防止器具設置、大型ゴ

の発足初年度は会員の募集に始ま

じて、お互いに助け合い、支え合

宅の住民に対する見守り活動を通

的）で「白瀬川ブロック８集合住

「知ら咲か」は会則第三条（目

「安心・安全に住み続けられる」

動や地域防災についての学習会等の

う組織を作り、最期まで安心・安

「知らせましょ・咲かせましょ」

活動を実施しました。、あわせてその

全に住み続けられるコミュニティ

しています。主旨にご賛同いただ

ける方等皆さんに支えられて活動

にそれぞれの形で関わっていただ

費で支えていただく方、各種事業

ただく方、賛助会員として賛助会

為に会員として決議に加わってい

と思えるコミュニティを形成する

「この地域に住んで良かったな」

と謳っています。

形成に寄与することを目的とする」

活動や地域の話題などを広報誌を通
じて広く地域の皆様にお伝えしなが
らアンケートやフェースツーフェー
スでのご意見、ご提案を受け止め実
施施策を練るなど双方向による「み
んなの知ら咲か」づくりに邁進して
きました。
しかしながら地域の皆様全員のご
理解と共感を得るまでにはまだまだ
地道な努力を重ねなければならない
事も役員全員承知しています。
本総会もレベルアップへの一里塚

ンティアとして加わっていただけ

き、会員、賛助会員あるいはボラ
とらえ会員の皆様、地域の皆様と審

る方を常時受付けています。

とし、ご意見やご提案を伺う場とも
議を行わせていただきます。

【総会開催要項】

◆日時 五月二十九日（木）

十八時三十分より

集会所

◆会場 逆瀬川グリーンハイツ

◆議案

〃

会計報告

①平成二十五年度事業経過報告

②

〃

予算計画

③平成二十六年度事業計画

④

⑤役員改選の件

◆懇親会（七時頃より希望者）

参加費 千円

第二回学習会 名参加し
「防災」を考えました

【２，３面に詳細記事】

けて白熱した学習会となりました。

ました。安全安心なマンションに向

かれ討議、意見交換とまとめを行い

のあるべき防災についてチームに分

参加者三十七名がマンション群で

で第二回学習会を開催しました。

四月二十日にグリーンハイツ集会所

地域包括支援センターの協力を得て

三月に引き続き社会福祉協議会と

37
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白瀬川沿いの８つのマンション住民有志が、全住民の安心・安全に住み続けられるコミュニティ形成を目標に
して、「知らせましょ・咲かせましょ（通称“知ら咲か”）
」という団体をつくりました。
「知ら咲か」は「知ら
せましょ・咲かせましょ」の広報紙です。
（事務局へは℡０７０－５０４１－４４０５ 石田まで）
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「白瀬川地区で必要な、災害への備えについて
話し合いましょう」学習会のご報告
宝塚市社会福祉協議会
４月２０日（日）に逆瀬川グリーンハイツ
集会室において、「知らせましょ咲かせましょ」
主催の学習会が開かれましたので、そのご報告
をさせていただきます。
３月に引き続いての学習会でありましたが、
１回目と同じく白瀬川両岸集合住宅地域の８つ
のマンション全てから３０名を超える住民の皆
さまが参加されました。今回の学習会は、「災害
への備え」について各マンションで話し合いを
行い、その後、発表を行いました。

谷口

英嗣

進行役の久保田さんより、「話し
合い」における５ケ条を説明。
「語り合う」
・
「リラックス」
・
「つ
ぶやく」
・
「聞きあう」
・
「批判しな
い」のルールを守りましょう！

学習会の内容

１．白瀬川両岸集合住宅協議会・知らせましょ・
咲かせましょ 紹介ＤＶＤ上映（特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポー
ター【ＣＬＣ】発行の「地域とつながる集合住宅団地の支え合い」より
２．第１回目の学習会の振り返り（報告）
３．情報提供
①平成２５年１２月実施 「防災」についてのアンケート結果（報告）
②加古川グリーンシティ防災会についての視察報告（写真を映しての報告）
４．マンションごとにグループに分かれて話し合い
５．話し合いの結果を発表、コメント
今回の学習会の最初に、ＣＬＣが発行されま
した、ＤＶＤを上映し、参加者にご覧いただき
ました。今後は、全国から視察に訪れる方がお
見えになられるかもしれません。

白瀬川両岸集合住宅協議会・
知らせましょ咲かせましょ
紹介ＤＶＤ上映
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その後、昨年１２月に行われましたアンケー
ト結果の報告と２月の加古川グリーンシティ防
災会の視察報告が行われ、その報告の後、各マ
ンションに分かれて「災害への取り組み」につ
いて、話し合いが行われました。
「災害への取り組み」について、「できている
こと」・「できていないこと」・「取り組み方法へ
のアイデア等」をそれぞれ色の違うポストイッ
トへ記入し、模造紙に張り出す作業を行いまし
た。「できていないことが多いなぁ…」と、話
されるグループもありましたが、和やかな雰囲
気で話し合いが行われました。
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今回も各グル―プ、握手を
してスタート！

話し合いの様子

グループ発表の様子

話し合い途中、他のグループへの
「ちら見タイム」もあり！

話し合いの後、各グループ発表があり、社協
の地域福祉コーディネーター・常岡よりまとめ
のコメントをさせていただきました。
先月に続いての学習会で、各マンションの現
状や今後やっていくべきこと等を参加者の皆さ
まそれぞれが理解されたと思いますが、確実に
言えることは、着実に「見守り・助け合い活動」
が進んでいることだと思います。また、ハード
面の充実や災害時の体制作り、住民の皆さまへの意識啓発等、今後の課題もいくつか明ら
かになってきたと思います。今回の学習会を、今後の活動に活かしていただき、安心・安
全に住み続けられる街づくりを目指して進んでいっていただきたいと思います。
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５月のシネマシアター

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々
アメリカでベストセラーとなった児童文学リチャード・ラッセル・ライアダン・ジュニ
ア（通称、リック・ライアダンによる小説「パーシー・ジャクソン」シリーズ第 1 部『盗
まれた雷撃』を原作としている。
「ハリー・ポッター」シリーズの第一弾と第二弾でメガホンを取ったクリス・コロンバス
監督が映画化した奇想天外なファンタジー・アドベンチャー。神と人間のハーフである少
年がたどる冒険の旅を描く。主人公のパーシーを演じるのは、『3 時 10 分、決断のとき』
でクリスチャン・ベイルの息子を演じたローガン・ラーマン。ギリシャ神話に登場する神
や怪物にふんする、ピアース・ブロスナンやロザリオ・ドーソンにも注目

■上映日時 ５月 11 日（日）13 時より ■会場 逆瀬川マンション
＊なお、６月度のシネマシアターは「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々：魔の海」
を予定しています。

今月のトピック

宝塚市の花「すみれ」
宝塚では市の花は何？とよく聞くことがあります。

道ばたのすみれ

答え一様に「スミレ」と帰ってきます。それくらい
ポピュラーな植物です。スミレ属の植物を総称して
スミレ（菫）と呼ぶそうですが、スミレ科スミレ属
の総称狭義には、Viola mandshurica という種の和
名を指すそうです。
今の時期、ここかしこに花を咲かせているのです
ぐ目にします。
左の写真は宝塚
市では何気なく歩いている足元にも素敵なスミレがデザイ
ンされて記されているマンホールの蓋です。市の花「すみ
れ」は市民にとって誇らしい花と言えるでしょう。
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平成 25 年度“明るい選挙推進「優良活動奨励賞」受賞
―8 マンションが一体となった取り組みを高く評価―
「逆瀬川マンション自治会」
公益社団法人「明るい選挙推進協会」より昨年
4 月 14 日に行われた市長選挙、市議会議員補欠選
挙と 7 月 21 日(日)の参議院議員、知事選挙におけ
る、白瀬川ブロック「知らせましょ・咲かせまし
ょ」と逆瀬川マンション自治会の共催で臨時駐車
場を設け交通整理、駐車誘導の取り組みが表彰さ
れました。利用車両数 250 台、単車 40 台と高低
差の多い当地域の皆様の利便を計る活動は選考委
員の方々の注目を集めました。
投票所のある逆瀬川マンションはもとより駐車スペースの協力を頂いた逆瀬台住宅、駐車
整理にあたっていただいた各マンションからのボランティアの皆さんの尽力の賜物です。
詳しい内容は 4 月 1 日発行の「ゆずり葉だより 75 号」の 1 面に掲載されています。

知ら咲か会員様に防災 CD と防災ハンドブック要約版配布します
マスコミ、メディア等で「そう遠くない時期に東南海地震が発生する」との見出しを毎日
のように目にします。「知ら咲か」でも「助け合い・支え合い」の「いざという時」に対処
するための日常からの準備を整えていくことを一つのテーマとして取り組んでいます。
今回 2 月の加古川グリンシティ防災会の見学時に、日常的に生活に防災を取り入れた活動
を目の当たりにしてその活動を手本にした計画づくり、学習会や訓練の実施へと検討を加え
ることになりました。
まずは「知ら咲か」会員様に防災 CD と防災ハンドブック要約版を配布し活用していただ
くよう現在制作中です。なお、各マンション管理組合等へも配布させていただきますので自
主防災等へも活用いただけます。（配布は 5 月中旬の予定）

「白瀬川両岸集合住宅協議会」CLC 事例集に掲載
CLC（特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター）
の事例集「地域とつながる集合住宅団地の支え合いーコミュニティ力で
すすめる１２の実践」（DVD 付き）に白瀬川ブロックの活動が掲載され
ました。冊子は各マンションにお配りしていますのでご覧下さい。
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行事のお知らせ

5 月 18 日(日）
午前 10 時～1２時(小雨決行）

防災（消防）訓練
他マンションの方

逆瀬川マンション

見学 OK です！

訓練内容
１、避難訓練・安否確認（避難場所は B 棟公園 ）

【今回のポイント】
「防災マップ」や「助けて！」
表示等の検討を積み重ねた各種
ツールも登場します。
ご注目下さい！

■午前 10 時 火災発生のベルを全館一斉
に鳴らし全員避難します
■エレベーターは停止となり、階段を使用し

5 月 18 日(日）午前９時３０分 阪神淡路大

て避難

震災を超える地震が発生。

２、消火訓練
■消火器と屋内消火栓を使用して実際の
放水訓練を実施
３、AED 講習
■AED の使い方を学びます

今回の災害想定と住民の行動について

住民は①まず身の安全を確保
末

③避難出口を確保

②火の始

④隣近所に声を

掛け合って避難 （避難しない方も安否を
隣近所に伝える）

「さくらまつり」開催
逆瀬川マンション
4 月 5 日、穏やかな日差しを浴び、公園の桜も満開で、忙しい日々の中での嬉しい一日でした。
恒例のおもちつき、焼きそば、たこ焼き、お茶、ビール、ジュースと盛り沢山で、とても美味
しく頂きました。公園のさくらの美しさを全身で感じられま
した。 他のマンションからのお友達も足を運んで下さり、
このようなイベントを通して、広い範囲での仲間づくりや、
助け合いの輪が広がり、豊かな地域づくりができるようで、
イベントの素
晴らしさを感
じました。
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「知ら咲か」ホームページを開設しました
昨年 6 月に広報紙「知ら咲か」を創刊し、毎月、「知らせましょ・咲かせましょ」の取り組
みや白瀬川ブロックのいろいろな情報を発信しています。4 月より広報紙に加えホームページ
を開設しパソコンやタブレット、スマ
ホからも情報発信をします。まだ工事
中のページもありますが徐々に整えて
いきますので是非ご覧下さい。
「知ら咲か」で検索していただきます
とヒットします。サイトのアドレス
http://www.shirasaka8.net/ からも入っ
ていただけます。

ホームページに入ると最初に「知ら
咲か」の設立目的や生い立ちから現在
に至るまでを記してあります。又、
「緊
急対応ノートから助け合いの輪へ」と
いう「知ら咲か」の原点とも言うべき
この地域で大切にしていきたいことを
集大成したＰＤＦ資料へもクリックしていただくことで繋がります。
トップページの最下部には Google 地図により白瀬川両岸集合住宅協議会の８つのマンショ
ンを航空写真で確認することも出来ます。
左のサイドバーは What's New として最新のお知らせなどを掲示しその詳細ページへリンク（ペー
ジとページの繋がり）していますので見たいタイトルをクリックしてその記事に繋ぐことができます。
「知らせましょ・咲かせましょ」のタイトルの下に黒い色のバー（メニューバーもしくはナビゲーショ
ンバーと言います）には「ホーム」
「８マンションのご紹介」
「広報紙」
「事業のお知らせ」
「広告・宣伝」
「サロン・教室」
「お問い合わせ」といった標題が並んでいます。その言葉をクリックするとそれぞれの
ページに進みます。
「お問い合わせ」は地域の皆様のご要望、ご提案等をお聞きする場でもありますのでご活用下さい。

広報紙「知ら咲か」の過去の発行分が見あたらない時に「知らせましょ・咲かせましょ」
のホームぺーシからご希望の各号をご覧になることも可能になりました。収蔵されたものは
カラー版です。ご利用下さい。まだ準備中ですが、各マンションの紹介ページではそれぞれ
の特徴なども掲載されることになります。「知ら咲か」は「このまちに住んでいて良かったな
～」と思える楽しいまちづくりを目指してます。
＊各管理組合・自治会の皆様へ｢8 マンションのご紹介」ページ原稿作成のお願い
(1)「マンション紹介文」原稿は120 文字程度でお願いします。
(2) 「建物写真」・・・お住いの建物写真1 枚掲載します。
(3) 個別のマンションの「紹介文」400 文字程度でお願いします。
＊貴マンションのホームページをお持ちでしたら、リンクアク
セス承認をお願いいたします。
＊詳しい要領につきましては知ら咲か事務局より文書で依頼お
願い致します。
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５月 MAY
日

各マンション

月

火

花房のポストへ。
」
（ア）アヴェルデ （西）宝塚西山住宅
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サロン・教室
水

木

金

土

(グ）グリーンハイツ （パ）パーク

１

２

３

マンション （シ）シャンティ （住）逆瀬台住宅
(台）阪急逆瀬台マンション

予定表

●シニアピンポ

（川）逆瀬川マンション

ンクラブ（台）

＊他マンション行事にご参加ご希望の方は事務局迄御連絡下さい。

いサロン ひ

ありましたらご連絡ください。ご連絡は逆瀬台マンション５０７号

まわり（パ）

５

●裏山ハイキン

６

●カラオケ教室（川）

グ（グ）

●シニアピンポンクラブ

●白瀬川絵画サ

７
●ピンポンクラブ（川）

ロン（川）

●ふれあい喫茶ブロッコ

（台）

ブ（川）

●ピンポンク

９

●シニアピンポ

10

●カラオ

●ピンポンク

ケクラ

ラブ（川）

ンクラブ（台）

リー（台）

ークル（台）

（住）

ラブ（川）

８

●すこやかサ

●民謡教室

ケクラ

●午後のふれあ

＊各マンション行事、催事ご担当の皆さんへ 「次月日程の変更、お知らせなどが

４

●カラオ

ブ（川）

●お元気講座(ｸﾞ)

11

12

●裏山ハイキン

13

●カラオケ教室（川）

グ（グ）

●シニアピンポンクラブ

●シネマアター

●すこやかサ
ロン（川）

15

●のびのび体操教室（台）

●シニアピンポ

●ピンポンクラブ（川）

16

●おしゃべりサロン（グ）

17

●カラオ

ンクラブ（台）

ブ（川）

●遊湯会（グ）

●ピンポンク

ケクラ

●遊楽里西山（西）

（台）

（川）

14

ラブ(川)
●民謡教室

●防災訓

（住）

練（川）

18

19

●裏山ハイキン

20

●カラオケ教室（川）

グ（グ）

●シニアピンポンクラブ
（台）

●防災訓練（川）

21

●すこやかサ

23

22

●ピンポンクラブ（川）

●シニアピンポ

ロン（川）

●カラオ

ンクラブ（台）

24
●なごみサロ

ケクラ

●ふれあいサ

ン（住）

ブ（川）

ロンアヴェ
ルデ（ア）

25

26

●裏山ハイキン
グ（グ）

27

●カラオケ教室（川）
●シニアピンポンクラブ

28

29

●すこやかサ

●のびのび体操教室)(台

ロン（川）

●ピンポンクラブ（川）

（台）

30

●シニアピンポ

31

●カラオ

●ピンポンク

ケクラ

ラブ（川）

ンクラブ（台）

●シャンティサロン（シ）

ブ（川）

●おしゃべりサロン（グ）

【編集後記】

＊ 三月に続く第二回｛知ら咲か｝
ワー

クショップは三十七名のご参加をいた

だきました。

メインテーマは「防災」という身近な

テーマで活発な意見が交わされて楽し

く盛り上がりました。

＊ 明るい選挙推進「
優良活動奨励賞」

受賞は自治会で対象に選ばれたのは今

回が初めての快挙でした。白瀬川ブロッ

ク八マンションの有志数十名の方が選挙

のたびに来場の皆様と車の誘導にあた

り、地域の皆様との挨拶・交流が深ま

るにつれて投票率も大幅に向上という

思わぬ効果が生まれ「安全で安心・楽

しいまちづくり」
に向けて一歩を踏み

出した感じです。

＊「知ら咲か」
のホームページを開設しま

した。まだ未完成部分はありますが、

情報の受・発信源泉として更なる充実

に注力いたしますので、ご活用の程よ

ろしくお願いいたします。

＊ 第二回総会を五月二十九日（
木）午

後六時三十分より、引き続き七時頃

より懇親会を開催しますので、万障

お繰り合わせのうえご参集下さいま

すようお願いいたします。

（事務局長 石田 隆章）

