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有岡小学校 有っ子ほーる 

 
 

晴れ渡った青空に、照りつけるような陽射し。
いよいよ夏がやってきました。 
こんにちは。有岡小学校区まちづくり協議会
です。いつも当協議会の活動にご支援、ご協
力をいただきありがとうございます。 
 
私たちは、さまざまな活動を通して住民同士
の交流を盛んにし、活気のあるあたたかいま
ちづくりに貢献できればと思っています。 
今後とも、よろしくお願いいたします。 

2019年 8月 

評議員総会を行いました 
昨年度の活動や収支決算報告、新年度の活動方針
や計画、収支予算案などの議案を審議しました。 
また、「伊丹市地域自治組織の設立等に関する条
例」に基づき「地域自治組織移行準備委員会
（U65）」を立上げ検討した内容を報告、それに
伴う規約改正案も審議され、全ての議案が全会一
致で承認されました。 
 
総会承認を受け、今後有岡小学校区まちづくり協
議会は「校区内の住民誰もが参画できる地域自治
組織」として活動していくことになりました。 
その第一歩として、有岡地区におけるまちづくり
活動の課題や期待される将来像などを描く「地域
ビジョン」作成を目指し、取り組んでいきます。 
 
そのために、「地域自治組織移行準備委員会
（U65）」を、そのまま「地域ビジョン委員会
（U65）」として継続します。そこでの話合いを
ベースに、まちづくりアンケートやまち歩き、意
見交換会などを実施していきます。 
また、活動拠点の整備についても検討していきま
すので、みなさまのご理解ご協力よろしくお願い
いたします。 

住民と市や市社会福祉協議会からの来
賓合わせて、百名以上が集いました。昨
年度の活動を振返り、今年度の活動につ
いて話し合いました。 

   

●マンションセミナー 9/4(水)有岡センター 

●地域総合 HUG（避難所運営ゲーム）訓練 
 10/19(土)有岡小学校体育館 

●村重野点の会 
10/26(土)有岡城跡史跡公園(雨天時：ことば蔵) 

●まちづくりアンケート報告会 
11/16(土)有岡小学校有っ子ほーる 

●車イスバスケット体験会 
12/21(土)有岡小学校体育館 

 

●有岡歴史セミナー  2/15(土)  

●親睦グランドゴルフ大会 
3/7(土)有岡小学校校庭   

●ありおかまちカフェ 
毎月第 4木(※8/29.9/19.12/12) 

10 時～14 時 荒村寺 

●路上等喫煙防止啓発活動 
毎月 22 日頃 17時 JR 伊丹駅周辺 

            今年度の主な活動       ※変更になる場合があります 
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『荒木村重』(2017.6 月発行)を 100 倍楽し
く読む歴史企画！DOING！DOING！2018
～東リ いたみホール市民企画公募事業～とし
て開催。 
 
著者で天理大学准教授の天野忠幸さんと、荒木
村重子孫で各地の子孫の家に残る古文書を研
究されている荒木幹雄さんによるトーク会を
実施。 
 
第 1 部「信長の重臣に成り上がる」第 2 部「信
長から離反し挙兵する」をテーマに最新の情報
をお話いただきました。戦国武将がご専門の現
役大学准教授から直接お話が聞ける貴重な機
会になりました。 
 
 

村重交流カフェ「荒木村重対談」
（30.2.17） 

 
身近な歴史のお話を堪能 

村重野点の会 
 県政150周年記念スペシャル（30.10.20） 

 
いつもの石垣のある場所ではな
いけれどみなさま来てくださる
かな？果たして終日途切れるこ
となくたくさんの方が訪れてく
ださり、お手前を見ながらゆっく
りとお茶を楽しんでいただきま
した。 
 
子どもお茶体験チャレンジコー
ナーも同時開催し、箏曲「しづの
会」のみなさまによる邦楽の調べ
が流れる中、有岡城跡史跡公園堀
跡は賑やかで雅な雰囲気に包ま
れた一日になりました。 
 

有岡城跡史跡公園堀跡の広場で初開催 

今回は、県政 150 周年を記念して明治浪漫ツアーも開
催。荒木村重研究会メンバーに案内していただき JR 伊
丹駅界隈の明治の面影を訪ねました。 

参加者は、村重コー
ヒー、村重あんぱん
を片手にゆったり
くつろぎながら身
近な歴史の物語を
楽しんでいました。 

 

開始時には、ちらほらだっ
た来場者も夕暮れが進み涼
しくなるにつれどっと多く
なり、たちまち大賑わいに。 
 
「ちょっとお手伝いしてく
れないかなあ」スタッフの
呼びかけに「いいよ！」と
集まってくれた有っ子た
ち。 
 
本部アナウンスから団扇や
路上喫煙防止啓発チラシ配
り、西日本豪雨災害義援金
募金のお願いやゴミ拾い…
…と大活躍。 
 
おかげで参加者みんなが気
持ちよく過ごすことができ
ました。有っ子たちありが
とう！ 

ありおかふるさと夏祭り（30.7.21） 

 

有岡小学校校庭で開催。数
人ずつでプレ－組を作り、
それぞれ交流しながら回り
ました。普段接することの
あまりない人たちともプレ
－を通じて打ち解けあい、
笑顔でお喋りされる姿もた
くさん見受けられました。 
 
初めてのプレーでまごまご
している子どもたちには、
大人が優しく手ほどき。穏
やかな早春の光の中、和や
かにプレ－されている光景
が次々展開されていまし
た。 
優勝は植松自治会 A チ－
ム、準優勝はサン伊丹自治
会 A チ－ム、3 位はコープ
野村第一自治会チ－ムでし
た。 

親睦グランドゴルフ大会（31.3.2） 

子どもから大人まで 100名以上が集合 

女性部親睦グランドゴルフ大
会(30.11月 31.3 月) 
保健衛生部健康グランドゴル
フ大会(31.2 月)も。 
グランドゴルフの輪が広がっ
ています。 

猛暑のなか、大盛況のうちに終了 

いろいろな活動をしています。 
その一部をご紹介します。 



有岡小学校 3年生各教室で、参加者が自
分の経験談を話しました。子どもたちは、
大変興味深く静かに聴いてくれました。
お昼には、一緒に給食もいただき記念写
真を撮り、和やかに交流できました。 

 

昔の話を聞く会（30.2.14） 

防災士西濱さんによる講演会。市
民目線でのお話は大変わかりやす
く、普段から何を準備し何をすれ
ばよいのか、個人や自治会、地域
との連携の大切さも併せ大変勉強
になったと好評でした。 
 

防災講演会（30.9.22） 

有岡小学校校庭で、有岡小地区
総合防災訓練を実施しました。 
 

 

有岡小地区総合防災訓練（30.11.17） 
あるとき道端でばったり。いつも子ども
たちの見守りをしてくださっています。 

 

ふれあいバスツアー（30.5.31） 

毎年開催しているお一人暮ら
しの高齢者のみなさまとのバ
スツアー。全国で 2 件しかな
い「つりしのぶ作り体験」に
挑戦したり、「ほろ酔い城下
蔵」見学を楽しんだりしまし
た。 

バスの中でもにぎやか。 

宝塚、篠山方面へのバスツアー 

「地域とつながろう！」をテーマに、
有岡地区の子どもたちが手作りの品物
を持って地域の高齢者のもとを訪れ、
品物をプレゼントしてお喋りを楽しむ
という企画を立てました。 
子どもたちは参加してくれるかな、高
齢者はどうだろうとの不安や心配も当
日のたくさんの笑顔を前に吹っ飛んで
いきました。みなさま優しい気持ちを
ありがとう！ 
 

 

お楽しみ交流会 
（30.2.18 31.2.17） 

お手製のプレゼントを手にした 

子どもたちと高齢者が交流 
ありおかまちカフェ 

どなたでも自由に参加
できるカフェ。 
障がいや難病をお持ち
のみなさま手作りのパ
ンや水羊羹、バウンド
ケーキ、クッキーを提
供しています。毎回「お
楽しみ講座」も実施。
昨年度は、ペープサー
ト、オカリナ、よし笛、
マジック、ギター、歴
史のおはなしなど。 
今年度もお楽しみに！ 

 

毎月第 4木曜日 10時～14時 

JR伊丹駅近くの「荒村寺」にて開催 



 

「伊丹スーパーフェニック
ス」のお兄さんたちと一緒に
楽しむ車いすバスケット体験
会も、早 3 年目。ずっと参加
している子どもたちは、慣れ
た手つきで車いすを操作。 
大人も車いす体験。ターンが
できただけで満足。いや、シ
ュートに挑戦する人も。 
 
鬼ごっこ、プレイを楽しんだ
後は交流タイム。 
「一番障害の重いと思うお兄
さんのところに行ってごら
ん」 ほとんどの子どもたちは
足のないお兄さんのもとへ。
「見かけと障害の重さは違う
んだよ」説明を聞き、不思議
そうな顔をする子どもたち。
「どうして足が動かなくなっ
たのですか」率直な質問にも
お兄さんたちは真摯にこたえ
てくださって……。 
 
毎回ほのぼのとしたやり取り
が繰り広げられます。 

 

人権啓発推進委員 子ども部  
車いすバスケット体験会（30.6.16 12.1） 

 
0） 

 

毎月 1 回 JR 伊丹駅付近で子ども部・自
治会メンバ－中心に喫煙防止啓発活動を
実施しています。子どもたちも大人と一緒
に掃除をしたりチラシを配ったり、この頃
はアナウンスにも挑戦して大活躍。 
年 1～2 回はコスプレクリーンプロジェ
クトも実施。思い思いの格好で JR から阪
急まで歩きながら啓発活動に参加してい
ます。 

伊丹市路上等 
 喫煙防止啓発活動 

交流しながら、障がいについての理解を深めて 

市民と市の協働事業として実施 

JR伊丹駅観光物産ギャラリー内「村重・
又兵衛コーナ－」にて手作り缶バッジや書
籍を販売中！荒木村重や織田信長の最新
研究情報が満載。 
みなさまぜひお立寄りください。 

 

協働事業 

編集スタッフのつぶやき 
るヨガとスポンジボールテニス。気持ちよく汗を
かいたりして楽しいと思えるのが、私のストレス
解消になっているのだと思います。       （み） 

・主人と二人でお酒を飲みながら、八つ当たりする。 
                                         （香） 
・①友達と買い物、ランチする ②家でミュージッ
クかけてコーヒーを飲む ③アロマオイル風呂に
ゆっくり浸かる ④カラオケ ⑤寝る〰〰。   
（可） 

・よく食べ、よく寝、よくしゃべることです。特に
色々な方と話すことは刺激になり、大変勉強にも
なり、新しい発見も多いです。今はネットやメー
ル、LINEなどで気軽にコミュニケーションが取れ
るようになりましたが、それとは また違って、一
緒におしゃべりすることで お互いが楽しい良い
時間を持てたら嬉しいです。               （幸） 

・背筋を伸ばして、空を見上げることです。ストレ
スがたまると、ついつい下を向きがちになります。
そんなとき、青い空や流れる雲をぼ～っと見てい
ると、気持ちがだんだんすっきりしてきます。と
ても簡単なので、みなさまにもおすすめします。  
                                       （裕） 

・私のストレス解消法は、読書です。寝る前に、お布
団の中で本を読むのが楽しみです。もっぱら子ども
に借りて読んでいます。あとは、バレエ、関ジャニ
∞、ビールです。                         （佳） 

・10代友達と食べて喋って 20代ひたすら仕事に
没頭 30 代子どもの寝顔に励まされ 40 代明る
く元気になる言葉を自分に浴びせ 50 代一人静
かな空間でお祈りする。                    （眞） 

・美味しい食べ物と美味しいお酒。何事も前向きに
捉え、くよくよしない！                    （穂） 

・静かな一人の時間を持つことです。家族が起きる
前の早朝の静かな一時、アロマを焚いたり、新聞を
読んだり……私の癒やしの時間です。        （奈） 

・えっと、もう、ひたすら本を読みます。本屋さんに
行って、ジャンルに関係なく、気になる雑誌、小説、
コミック、実用書、絵本、新書、文芸書、文庫、B6、
A5。どばって買って、一気に読みます。ジャンル
も内容もバラバラなので、読み終えると、それでも
地球は回ってる、ですね。                   （恵） 

・これといってはないのですが、10年以上続けてい 

今回のお題 「わたしのストレス解消法」 


