平成 26 年 7 月 1 日
知ら咲か第 14 号

JULY No.14
2014

知ら咲か

（編集発行）白瀬川ブロック＆「知らせましょ・咲かせましょ」事務局・広報(住所)宝塚市逆瀬台 1 丁目３(℡)070-5041-4405

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）

「知らせましょ・咲かせましょ」

ＮＰＯ法人化への基盤づくりを重点方針に！
第二回総会で活動計画案を承認

様の増加を目指します。

本年度も主旨に賛同される会員

金が充てられます。

ざし、真に機能するためには施

「知ら咲か」の活動が地域に根

は防災用具、備品、備蓄品の購入、

たが、学んだことも多く、本年度

活動の第一歩は手探り状態でし

る白瀬川ブロックの情報を広報紙

とホームページで発信、又、ワー

クショップで各マンションの助け

合い活動促進と情報共有します。

二面に関連記事

研究と実施検討を進めます。

スペース対策やメーカー直購入の

カーシェアリング、省エネ・省

③ その他

情報交換して各地域に学びます。

他地域からの見学対応と同時に

② 域外交流連携

行事を広報し交流を促進します。

ブロック内各種催事やクラブ、

① 交流会促進

「楽しいまちづくり」

災関係用具等を揃えていきます。

ブロック内パトロール実施と防

⑥ 防災・防犯

強化します。

タブレットでの可能性も研究し

⑤ 見守り

連携協働し活動強化します。

ニティ、民生委員、支援企業とも

括支援センター、ゆずりはコミュ

五月二十九日に「知らせましょ・咲かせましょ」第二回総会が逆瀬川グリ ④ 協働
ーンハイツ集会室で開催され、人材、財政、活動内容の三面での充実を重点
ブロック内各管理組合、自治会、
方針とした計画案が承認されました。発足後の活動に対しては一定の評価を
助け合いの輪、サロンと連携した
得ていますが、ブロックの皆様に満足いただける組織へと邁進していきます。
活動を推進します。又、社協、包
二十六年度の活動計画
一 重点方針
「ＮＰＯ法人化への基盤づくり」

策を決める役員、それを推進す

③ 活動進化拡充

る事務局員、そして一つ一つの

その保管場所づくりと課題検討委

① 人材層の充実

事案で、知識、技能、経験を活

助け合い・支え合いの原点とな

③ 情報の共有化

Ｃ冊子ブロック記事配布。

防災マニュアルＣＤ版及びＣＬ

② 会員へのサービス

途に実施します。

でご希望を募り十月～十一月を目

八月号「知ら咲か」アンケート

設置促進支援

① 大型ゴミ処分・家具転倒防止器具

「安全・安心」

二 重点活動計画

員会を設け質の進化を計ります。

かし活動していただける方等、
できるだけ人材層の厚みを増す
ことが必要です。地道に組織充
実を図っていきます。
② 財政基盤の充実
「知ら咲か」の活動資金は会費、
寄付金、広告収入、補助金等が主
なものです。いつまでも安心して
住み続けられる地域での居場所づ
くり、支え合い助け合い楽しめる
コミュニティ形成、いざという時
への備え、備蓄や住民の皆様が情
報を共有するための広報活動に資
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知らせましょ・咲かせましょ第 2 回総会記録
【上程議案】
第１号議案
第２号議案
第３号議案

平成２５年度（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
活動報告承認の件
平成２５年度（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
収支計算書、貸借対照表、財産目録承認の件
平成２６年度（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
活動計画、活動予算承認の件
役員改選承認の件
主たる事務所変更承認の件

第４号議案
第５号議案
【議事経過】
平成 26 年 5 月 29 日午後 6 時 30 分開会
① 石谷副会長の司会により来賓紹介と
ゆずりはコミュニティ中村会長より
の祝辞。
② 議事に入り議長に鬼頭副会長選出
③ 第１号議案は石田事務局長より２５
年度の活動報告があり議決承認可決。
（活動報告内容は前号１面にて掲載）
④ 第２号議案を会計 安木氏より２５年
度の収支計算書、貸借対照表、財産目
録の報告と、大賀監事による監査報告
の結果原案どおり承認可決。
⑤ 第３号議案の２６年度活動計画及び活動予算を篠原副事務局長から説明され議決承認された。
（計画内容は１面に記載）
⑥ 第４号議案の役員改選承認は退任役員の挨拶と新任候補の決意表明の後、採決の結果新役員
を承認。
⑦ 午後７時 議事修了し鬼頭議長が閉会を宣言。
＊なお、総会に引き続き７時から参加者懇親会が行われ忌憚のない意見交換と“知ら咲か”や白
瀬川ブロックへの思いや夢を語り合いました。
【平成２６年度の役員】
会長（事務局長兼務）
副会長
副会長
副会長補佐
副事務局長
会計
役員（顧問）
監事

石田
二宮
尾川
花房
篠原
八十
福島
大賀

隆章（継続）
逆瀬川マンション
満雄（新任）
逆瀬台マンション
三代子（新任） 逆瀬川マンション
万利子（継続） 逆瀬台マンション
和豊（継続）
アヴェルデ
庸子（新任）
アヴェルデ
啓介（継続）
逆瀬川マンション
允 （継続）
パークマンション
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平成２５年度「明るい選挙推進優良活動奨励賞」
～表彰金１０万円の配分決定～
受賞した逆瀬川マンション自治会役員会の合議により５万円を白瀬川ブロックに配分の
上、同役員会で話し合い、「防災用具・備蓄品を購入し地域に役立てる」との用途指定で
“知ら咲か”に再配分が決定されました。
ちなみに明るい選挙推進で自治会が表彰されたのは全国で初めてのことで表彰式では逆
瀬川マンション自治会の千秋会長が指名されて講演されました。
８マンションが一体となって①高齢化率は宝塚市で最も高い３８％②東西１ｋｍ高低差
が８７ｍもある高齢者に厳しい地理条件③地域の東詰めにある不便な投票所場所との重な
るハンディを克服して選挙の度ごとに創意・工夫して従来の宝塚市の平均投票率を２０％
も下回る低投票率を脱して遂に平均投票率を上回る快挙を実現しましたことは、関係各位
のご努力始め住民の皆様の総意が反映された結果であり誠に喜ばしい限りです。

『白瀬川クリーンハイキング』に多数の方が参加
６月８日に白瀬川ブロック主催のクリーンハイキングが予定どおり開催されました。
急な気温の上昇で体調管理にも気を使う気象条件となりましたが、かつてない多くの各
マンションからのボランティアの方々が参加され「蛍の棲む川を大切に！」という思い
を込めて汗を流しての作業を行いました。
参加された方からは「今年も蛍が飛んでいますよ」とか「ファミリーマートのウッド
デッキあたりから見かけることが出来ますよ」等、自然環境を大切にしている誇らしさ
を噛みしめての会話も飛び交いました。
次回は秋に開催されます。さらに多くの方が参加され交流を深められればと思います。
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4 月 20 日“知らせましょ・咲かせましょ学習会②”

グループワーク「災害への取り組み」発表シート紹介②
前号に引き続き災害への取り組みについての各グループ別話し合いの成果のまとめ発表シー
トを紹介掲載致します。
パークマンション・シャンティ

O・F・M・W

【課題①】

【課題②】

【課題③】

・防災訓練を２０年近くしていない（シ）
・消防訓練、年に１回する程度…（パ）

・住民の意見を出す場がない
意見が見えない…（シ・パ）
・住民の年齢差がある
仕事をしている人も多い…（パ）

・自治会がない
住民が反対（シ・パ）
・居住者名簿がない
名簿に対する考えが、住民により
バラバラ

【希望①】

【希望②】

・防災に対する勉強会
・防災チームを作ろう！
・防災グッズをポンプ室に備蓄する（シ）
・個別に備える考え、体制
・マンションに車イス１台ある（パ）
・防火管理者選任済み（シ・パ）

・リーダーシップとなる人

サロン活動
月に１回のサロン活動であ
いさつ以上、親しい間柄
に！！

頼みの綱！！
西山住宅・逆瀬台住宅

・理事会が動いて、住民の協力（シ）
・男女平等の考えを出し合える場
が欲しい（シ・パ）
・男女共同、又は、別の集まりの場
が欲しい（シ・パ）
サロン…、男の人が入りにくい…
男性も入りやすい集まり（シ・パ）

Y（西）・K、E、K（逆）

【出来ていないこと】

【出来ていること】

①居住者名簿作成及び活用
（消防訓練をきっかけに！）
②環境整備→県道側樹木整備・歩道・不法駐車防止（西）
→階段への手すり設置（逆）
③自主防災組織の生成

①メンテナンスの必要→個人情報の問題で取り扱い、
活用注意
②階段なので、高齢者を地上にどうして降ろすか？
③住民の問題意識の向上、訓練の必要性
その他、AED 設置・簡易トイレ、食料品の備蓄

【具体的な取り組み】

①避難訓練の実施
②昇降機の購入（予算が？）→訓練、不法駐車取り締まり
③サロンで勉強会、DVD 鑑賞
その他、防災案内設置・サイレン
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(参加者)I・Y・T・Y・T・S・M・O

出来ていること
・挨拶の輪が広がりつつある
・小さなネットワークはでき
ています

ふれあいサロン・助け合いの輪
・要援護者・手を上げている方
が何十人かいる
・高齢者のゴミ出し支援や
声かけ
・各番館に１台ＡＥＤ設置

訓練は何回かできています

出来ていないこと

これからの取り組み

マンション全体の居住者名簿の
作成、まっぷづくり
要援護者の救助方法と見守りの
確立方法
炊き出し用具の確保、充実
備蓄品の確保、防災器具が少ない
防災に対する情報収集、意識向上
消火、通報、避難訓練の実施
宝塚西高への挨拶
自主防災の実態が空っぽ
避難時にエレベーターを使用し
ないよう表示する
簡易トイレの確保

各番館の居住者名簿の作成、防災マップ作り
マンション内の避難経路図を作ろう、標識を
番館車進入路に標示
防災器具を各番館に設置、備蓄品の確保と場
所設定
管理組合、住民の防災に対する意識を高める
テーマを決めて訓練を行う、図上訓練を行う
宝塚西高との連携
安全委員会の設置（防火管理者の活用）

全体のまとめ（6 グループの発表からの現状・課題図）
出来始めていること

① 集う活動の多様化
② 訪問型・見守り・声かけ・
助け合い活動
③ 支援を必要とする人の把握
（要支援者の把握）
④ 組織作り
⑤ 協議会全体→マンション
ごと→階段ごと

これからの課題

① ハード面の充実
② リーダー・調整役・活動者
（特に若い方）
③ 緊急時・災害時の体制作り
（機能 が継続するように）
④ 無関心の人への呼びかけ、啓発
⑤ ８マンションの連携、地域内の学
校との連携
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７月のシネマシアター
今月は 2 回開催致します。多数の方のご参加をお待ちしています。
もう一度、逢いたかった。
人は甦る。 儚く切ない想いのもとに…

1930 年代の日本で飛行機作りに
情熱を傾けた青年の姿を描くアニメ

『黄泉がえり』

「風立ちぬ」

タイトル「黄泉がえり」は（よみがえり）と
読みます。
死者が甦るという不思議な現象を通して大切な
人を思う気持ちを描いた感動作。
SMAPの草なぎ剛の初主演映画。劇中で主題歌を
RUI(柴咲コウ)が歌う。

宮崎駿監督が零戦の設計者・堀越二郎と作家
の堀辰雄をモデルに 1930 年代の飛行機設計に情
熱を傾けた青年を描くスタジオジブリ制作のア
ニメ。戦争に突入していった時代の若者がどう
生きたか・・・？
２０１３年の作品、早々の上映です。

■上映日時 ７月１３日（日）１３時より

■上映日時 ７月２０日（日）１３時より

■会場 逆瀬台マンション

■会場 逆瀬川マンション

今月のトピック

あれっ!黄色い花は？「マツヨイグサ」
朝のラジオ体操の時は黄色い花がここ彼処に咲いていたのに！
昼間はその姿を見かけることはありません。マツ
ヨイグサの仲間です。
マツヨイグサ属あかばな科のマツヨイグサは花
が夕方になって咲くので宵を待つ草と言います。南
米チリー原産の多年草。茎は直立し高さ５０～９０
㎝。同じくあかばな科のオオマツヨイグサは大形の
マツヨイグサを意味します。北アメリカ原産で明治
初期に渡来しました。茎は直立し高さ１．５ｍ内外。
花は夕方開き、翌朝しぼみます。
同じ科でツキミソウもありますが、これは白い花弁を夕月にたとえたものです。
マツヨイグサの仲間は非常に多くマツヨイグサ、オオマツヨイグサ、コマツヨイグサ、アレチ
マツヨイグサ、ツキミソウ、アカバナユウゲショウ・・・と世界でもマツヨイグサ属ではおおよ
そ 125 種が含まれているそうです。
昼間を避けた涼しい時間帯に散歩をしながら花を楽しみませんか？
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【管理人徒然草】
「 接 客 」
「明日の消防訓練にどうしても出られません。」との申し出。
「分かりました、お伝えしますが、
できたらお近くの役員さんにその旨をお話しされたら･･･」とお勧めしました。
理事会では隣接マンションに「○月○日○時頃消防訓練を行いますので、住民の皆様にお知
らせください。」との文書を持参して回りました。
「月末から十日間程 水回りのリフォームをします。仕様、工事日程は施工業者から提出させ
ますが、館内の方々にはどの様にしたら良いでしょうか？」とのお尋ね。従来から全体には 掲
示板に日程とご迷惑を掛けますが･･･との趣旨の文書を張り出します。「そうですね最低限 上
下と左右のお宅にだけは ご自身でご挨拶しておかれたら良いと思いますが･･･」とお答えしま
した。
一階の店舗改装工事の届け出がありまして、重量物をクレーンで吊り上げる作業を深夜に行
いたい･･･とのこと。管理規約、事情に照らし承認されたのですが、当該工事は道路占拠を必要
とするため土曜日にしか許可されませんでした。土曜深夜（工事予定は 23:30～1:00）は居住者
にとって安息の最中、寝入りばなでしょうから 事前にくれぐれも礼をつくし、了解を得てお
かなければ大変なことになり兼ねません。ましてマンション内の方々もお店のお客様ですから
余計に･･･と思っていましたが、日程が近付いてくるのにそれらしい様子が見られず気を揉んで
いました。
理事長からも心配している向きの思し召しがありまして、お店の責任者に話し、施工業者と
相談の上 近いお宅（全体の約半数）に挨拶に回ってもらいました。不在だった方々にはお見
掛けした折に管理人からお話いたしました。
友人知人、職場、会社、隣近所、地域などの他人のみならず、家族に至まで、人と人とのお
付き合いには「気配り」が無ければ成り立ちません。いくら「気の置けない間柄･･･」といいな
がらも やはり全く気配りなし･･･ではない筈です。特に集合住宅では「隣はなにをする人
ぞ･･･」と揶揄される程コミュニケーションが少ないわけですから、何かの事で迷惑を掛ける恐
れのある場合は数倍の気配りと礼を尽くさなければなりません。日頃あまり付き合いがないた
めそこまで気が回らないのですよね。しかし、これは全く逆なのです。付き合いが深ければ少
しくらいは大目に見て貰えますが、顔を見かける程度の方々からの反発は厳しいのです。
ここにこそ 私達シニアの豊かな人生経験を持つ（？）管理人が真骨頂を発揮する場面が有
るのだと思いますが･･･。気配りの足りないのにアドバイスしてあげられる気配りが値打ちでは
ありませんか･･･？
子供がうるさい！ピアノが耳障り！犬の鳴き声に悩まされる！などなど･･･総てコミュニケ
ーションが少ないのに･･･他人に迷惑を掛ていないだろうか･･･？との気配りの不足が原因なの
です。
人生の先輩としてアドバイスを求めに来ていただける･･･そんな管理人になれたら素晴らし
いのになあー･･･と考えるこの頃。
（水 兵 子 記）
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日

各マンション

月

（ア）アヴェルデ （西）宝塚西山住宅
(グ）グリーンハイツ （パ）パークマンション

サロン・教室

予定表

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

●すこやかサ

（シ）シャンティ （川）逆瀬川マンション

平成 26 年 7 月 1 日

ロン（川）

(台）阪急逆瀬台マンション（住）逆瀬台住宅

●お元気講座(ｸﾞ)

●シニアピンポ

●ピンポンクラブ（川）
●ふれあい喫茶ブロッコ

＊他マンション行事にご参加ご希望の

リー（台）

方は事務局迄御連絡下さい。

●カラオ

ンクラブ（台）
●午後のふれあ

●ピンポンクラ

ケクラ

ブ（川）

ブ（川）

●民謡教室（住）

いサロン ひ

●ふれあいサロ

まわり（パ）

ンアヴェルデ
（ア）

６

７

●裏山ハイキン
グ（グ）

８

●カラオケ教室（川）

●すこやかサ

●シニアピンポンクラブ

●白瀬川絵画サ

９

ロン（川）

（台）

14

●遊楽里西山（西）

15

●おしゃべりサロン（グ） ●すこやかサ
●カラオケ教室（川）

●シネマアター

●シニアピンポ

12

●カラオ

ンクラブ（台）

●ピンポンクラ

ケクラ

ブ（川）

ブ（川）

●のびのび体操教室（台）

13

グ（グ）

●遊蕩会（グ）

11

●ピンポンクラブ（川）

ークル（台）

●裏山ハイキン

10

16

17

●ピンポンクラブ（川）

●シニアピンポ

ロン（川）

18

19

●カラオ

ンクラブ（台）

●シニアピンポンクラブ

●ピンポンクラ

ケクラ

ブ(川)

ブ（川）

●民謡教室（住）

（台）

（台）

21

20
●裏山ハイキン
グ（グ）●シネ

●カラオケ教室（川）

●すこやかサ

●シニアピンポンクラブ

27

●ピンポンクラブ（川）

●シニアピンポ

ロン（川）

●のびのび体操教室（台）

25

26

●カラオ

ンクラブ（台）

●なごみサロン

ケクラ

（住）

ブ（川）

28

グ（グ）

24

（台）

マアター（川）

●裏山ハイキン

23

22

２９

３０

３１

＊各マンション行事、催事

●おしゃべりサロン（グ） ●すこやかサ

●ピンポンクラブ（川）

●シニアピンポ

ご担当の皆さんへお願い

●カラオケ教室（川）

●シャンティサロン（シ

ロン（川）

ンクラブ（台） 次月日程の変更、お知らせ

などは「逆瀬台マンション

●シニアピンポンクラブ

５０７号 花房のポストへ」

（台）

【編集後記】

「知ら咲か」第二回総会は会員二十七

名 、御 来賓他 の皆 様四十 名の ご参加 を

頂 き設 立総会 以上 の盛会 で、 懇親会 も

二時間を超えて盛り上がりました。

今 総 会で は設 立時 の役員 の 方々 のご

退 任も あり、 顔ぶ れも大 幅に 入れ替 わ

り まし たが新 役員 や事務 局員 の思い は

今 まで と同じ です 。今ま で支 えてい た

だ いた 方から の助 言を大 切に すると と

も に新 たな方 々の 参加も お願 いした い

と 思い ます。 いつ までも 住み 続けら れ

る 地域 へと役 員一 同気持 ちも 新たに 最

善 を尽 くして 参り ますの で、 ご支援 の

ほどよろしくお願いいたします。

本 年 度 は Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 化 へ の 基礎 固 め

を 重点 方針と して 初年度 の活 動を踏 ま

え て今 後の活 動の あるべ き姿 を検討 す

る委員会を立ち上げます。年内に答申、

年 明け にワー クシ ョップ で検 証して 来

年 度の 活動方 針に 盛り込 む予 定です 。

皆 様か らのご 意見 ・ご要 望を お待ち し

ています。

※ 防 犯パ トロ ール をテス ト 試行 いた

し ます 。七月 十二 日（土 ）午 後八時 よ

り 役員 有志で 行い ますが 、飛 び入り も

（Ｉ）

大 歓迎 です！ 事務 局まで お申 し出い た

だければ幸いです。

