
ふじガ丘自治会                           平成 12年 7月 6日 
会員各位 
                                 ふじガ丘自治会 
                                 会長 沼田 満美子 
                                 総務担当 

            7月度定例委員会議事録 
  日時     ：    平成 12年 7月 1日(土) 19時 30分～21時 00分 
  場所     ：    ふじガ丘自治会館 
  出席人員   ：    18人委員出席  会則第 14条第 4項により開催成立 
  下記の通り審議事項並びに報告事項がありましたので、ご報告いたします。 

〔審議事項〕 

☆8月役員会、定例委員会開催日の変更 

  第 1週目が盆踊りと重なってしまい、1週間延期するとお盆にかかり、出席出来にくくなり 
  ますので、7月の 5週目に変更します。 
      役員会   7月 29日(土) 午前 9時 30分より 
      定例委員会 7月 30日(日) 午後 7時 30分 
☆自治会連合(ホームページ作成講座)パソコン研修会 

  4月の第 6地区自治会総会の折、それぞれの自治会の紹介で、ふじガ丘では有志による 
  ホームページが作成されているということを伝えたところ、他の自治会でも希望があっても 
  なかなか人材がいないということが話題にのぼりました。 
  今回 5回の講座があり、ワープロの操作が出来るという条件ですが、これから自治会の 
  活動を広く伝えていく必要から始めてこの講座が開かれることになりました。 
      日時   7月 21日 24日 26日 28日 31日 
      場所   甲子園大学コンピュータールーム 
      対象   自治会長及び自治会広報担当者 
☆宝塚消防本部より住宅防火診断 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ依頼の件 

  住宅火災に関して、どの程度家庭で防火対策をしているかを診断する書類です。 
  任意ですが、それぞれが自宅を点検し、防火に対して再認識するチャンスにもなると 
  思います。 
  協力していただける方は、7月 15日までに各班長のポストまで入れておいて下さい。 
 
    ※一般には、公開いたしません。不明な点があれば直接、消防署(雲雀丘出張所)へ 
     お問い合わせ下さい。℡ 59－3900 

 

 



☆会館宿泊利用について 

  先日自治会員の親戚の方が宿泊され、とても良かったと連絡をうけました。 
  会館に寝具は置いてありませんが、レンタルで安く借りられます。 
  宿泊を希望する方は、会館委員に連絡をお願いします。 
    宿泊費用  自治会員以外 1泊 ４０００円(和室２部屋使用の場合) 
          自治会員   １泊 ２０００円 
      ※それぞれ 1部屋使用の場合は、半額です。 
      ※宿泊使用後のトイレ、部屋の掃除、またゴミは必ずお持ち帰り下さい。 
  会館委員連絡先  1Ｂ班 牧野 ℡ XX－XXXX 又は、1Ａ班 古賀 ℡ XX－XXXX 
      ※寝具レンタルの問い合わせは、牧野まで・・ 
☆崖のライトアップの件 

  梅雨時、雨天が続くと、崖からの土砂の落下などが懸念されます。 
  崖をライトアップする照明灯の鍵を引き続き宮川氏にお願いする事に致しました。 
☆自治会役員同和問題懇親会 

  7月 31日(月) 雲雀丘倶楽部  13：30～16：00 
  啓発映画「風と大地と梨の木と」第 3章"老いのいきさき"を教材に話しあいます。 
  自治会員の皆様どうぞご参加ください。 
☆ふれあい いきいきサロン支援事業について 

  宝塚社会協議会より、地域での高齢者を対象にしたふれあいの場を、定期的かつ継続性をも 
  って実施する団体に対して助成金が支払われます。寝たきりになる前に予防するという趣旨 
  ですが、週 1回、最低月 1回、15～20人の高齢者をミニデイサービスのように、色々な企 
  画で楽しんで頂き、また実費も頂くということですが、現在の役員では、環境、人材ともに 
  不十分ですので、検討した結果今回は、見送らせて頂きました。役員としては、不定期で費 
  用のかからない範囲で共に楽しむ"おたのしみ会"を開いていきたいと思っています。 

  自治会員の中でこの社協の"いきいきサロン"について興味のある方がいらっしゃいました 

  らご連絡下さい。資料をお渡し致します。 

〔報告事項〕 

☆宝塚市コミュニティー活動助成金交付決定 

  12 年度の補助金額、120、000 円が 6月 29 日に交付されました。 

☆愛宕原ｺﾞﾙﾌ場への除草申し入れの件 

  6 月 15 日 土手に隣接した自治会員の意見を聞き、副会長と明石氏、業者で視察する。  

  6 月 20 日 作業完了  

   

  *今回、隣接した自治会員一件一件にご意見をお聞きして、やしゃぶしがアレルギーの対象 

  となる方、またやしゃぶしが家の土台の斜面大きな根をはり、地盤を固めるために、大切な 



   役割を果たしているので、一切きらないで欲しいという方も中にはおられました。  

   一緒に意見を聞いたｺﾞﾙﾌ場側は各家の状況を踏まえたうえでさっそく除草を行ってくだ 

   さいました。 

   やしゃぶしに関しては、県が指定した防災の為の砂防地帯に植えた樹であり、勝手に伐採 

   はできませんので、市の環境福祉課への要望が必要となります。               

  

    ゴルフ場からの声を生かして 

   今までは、個々の家からそれぞれに電話などが再三あり、苦情にも十分に対応できなかっ 

   たという事実もありました。今後、ｺﾞﾙﾌ場への申し入れを自治会を通して、まとめて聞く 

   事ができるととても助かるというｺﾞﾙﾌ場の声を生かして自治会の環境整備という点から 

   伝えて行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

☆盆踊り実行委員会 

 

   6 月 10 日  ふれあい会館  午後 7時 30 分～9時 30 分 

         出席者   沼田 伊東 大堀 稲田 小野木 阿賀 川田 

   取り決め事項 

    ・案内状を今年度は 3自治会で色分けをしました。ふじガ丘は緑色です。 

     (お菓子を配布するさい、子供たちがどの自治会なのか数を計るため) 

    ・スーパーボールをふじガ丘で担当します。 

    ・当日の交通整理の為に、ふじガ丘から大型ゴミの時に使用するコーンを貸出します。 

    ・実行委員は当日、1時 30 分に集合して準備にはいる。 
   盆踊りの練習日程   

     ふじガ丘自治会館では 8日の午後 7時から、長尾台自治会会長の藤岡さんにお願いし 

     て練習をいたします。シニアの皆様また自治会員の皆様もお誘いのうえ、お越しくだ 

     さい。２２日、２９日は、長尾台自治会館であります。 

   ゆかたの着付け練習 

     浴衣の帯をきちんと習いたい方は8日、午後6時から自治会館で行いたいと思います。  

     この際習ってみようと思う若い方もどうぞのぞいてみてください。 

       持ち物  ・ゆかた ・腰ひも 2本 ・半幅帯 ・前板  

            ・だて締め あれば 1本 

☆青少年育成委員会 

   6 月 10 日  午前 10 時～12 時 南ひばりガ丘中学校 

          佐藤(総務) 出席  

☆人権啓発推進委員会総会 

   6 月 12 日  午後 2時～6時  長尾台小学校 

          松本副会長出席 

    



      

☆クリーンセンターリサイクル推進委員研修会 
   6月 24日  午前 9時 30分～11時 30分 
          松本副会長出席 

☆自治会連合会定例総合研修会(第 1部) 

   6月 29日  午後 2時～5時 べガホール 
          会長及び自治会員２名出席 
     『歴史的遺産・伝承文化をまちずくりに』：誇りある わがまちを求めて 
     1部  講演 河内厚朗氏  文化プロデューサー 造形大学講師 
     間奏  ハーブ演奏 
     2部  パネル討議 高司、小浜、長尾、西谷地区からそれぞれの代表が地域の 
               歴史的遺産を紹介された。 
☆国勢調査員推薦の件 

   自治会員の中から 1名の方を推薦し、市広報課統計担当へ届け出いたしましたので 
   ご報告します。 

☆自主防災組織図の変更 

   6月の議事録と一緒に配布いたしましたが、新しくグレースタウンの名が加わることにな 
   りましたので、消防署の方へ変更届けをいたします。組織図のために、アンケート、集計、 
   印刷とお手伝いくださいましたグレースタウンの方にお礼申し上げます。 
☆子供会より 
   盆踊りの時、7時 30分より、くじ引きゲームと魚つりゲームをします。 
   各ゲーム共、1回 20円でしますので、おつりのいらないようお願いします。また、 
   ゲームの景品を入れる袋も用意しておいて下さい。 

 ★★★★★★★★★★『お願い』★★★★★★★★★★★ 

 ◎粗大ゴミの時、1Ａ白雪駐車場前にタイヤを出している方がいました。 

  タイヤは、回収できませんので持ち帰ってください。 

  来年度より、市の方で個別有料収集を検討しているという動きがあります。 

  秋の市議会で話し合われますが有料化にともない不法投棄も今後増えると 

  思われます。皆様の良識に頼らざるをえませんので、広報などに目を通して 

  ゴミとして収集されないもの等の確認をお願いします。     次へ・・ 



                   

  ◎花火の季節となりました。花火をする時は、ご近所に迷惑がかからないよう   

  また、水入りバケツを用意するなどしてくれぐれも、火の用心をおねがいし 

  ます。 

            ★★★★ご案内★★★★ 

 

〔♪三弦・琴〕 
     ふじガ丘会館にてお稽古をはじめますので初歩の方、以前お稽古をなさっていた方、 
     どうぞこの機会におはじめ下さい。 
     お待ちしております。  詳細は、下記までご連絡ください。 
 
       ☆ 指 導   生田流師範  内貴 久乃 (筝曲楽事会 京都当道会) 
       ☆ 自宅稽古        ふじガ丘 4－18 ℡ XX－XXXX 
    *２７日の木曜日、午後 1：00頃～5：00頃まで自治会館和室で演奏しておりますので 
     どなたでもお気軽にお越し下さい。 

 

 
 自治会館利用状況         (12年 7月現在) 

   月     火   水   木   金   土   日 
 
 
午

前 

    習字 
月 2回  
 第 2．第
4 
10：00～ 
12：00 
指導(津村) 

写経の会 
月 1回 
 第 2 
10：00～ 
12：00 
連絡(武井) 

役員会 
月 1回 
 第 1 
9：30～ 
12：00 

 

 
 
午

後 

   習字 
月 3回 
第 1、第 2、 
第３  
指導(鷹野) 
 

  委員会 
月１回 
 第１ 
7：30～ 

 イー 
 クラブ 
月１回 
3：00～ 
6：00 

 
      



 

イークラブ 6月例会(6月 11日)だより 

新花屋敷温泉 

午後 2時から 3時まで、5名が前回案内した新花屋敷温泉の写真を写した場所を探索した。 
手掛かりは写真の右端上の稜線と川、昭和 48年の土地台帳、兵庫県と宝塚市が出している 
土砂災害地図。写した場所と思われる地点を割り出しましたが、枝葉にさえぎられて確定するに

至りませんでした。冬になり葉が落ちた時期に再度調べることになった。 
  

午後３時から６時まで自治会館で８名が談笑に時を忘れた

新花屋敷温泉を撮影した場所の検討、ふじガ丘の植物の写真、能勢の蛍見物、イーメイルは 
私に必要か必要でないか、子供がイーメイルで親より知識を持つようになったら親はどうするの、 
花屋敷温泉があった、などなどと結論のない話しを楽しみました。 
 

花屋敷温泉

ふじガ丘の新花屋敷温泉の前に花屋敷温泉がありました。 
宝塚市史 第三巻に『明治４０年前後と思われるが、長尾山の東部満願寺にいたる路の近くに、 
東塚一吉が炭酸泉を開削し、旅館を開業した。大正期にはいって、この花屋敷温泉まで客を自動

車で送迎した』とあります。 つつじヶ丘バス停付近と思われます。 
 

次回 

平成 12年 7月 9日午後３時～６時まで、自治会館で。 
参加資格は『イーメイルに関心を持ち、自分が飲みたいものと、つまみたいものを持ってくる』 
ことです。飛び入りを歓迎します。 
  

コミュニティひばりより音楽会へのお誘い 

        ♪ 古武美佳ヴァイオリン＆室内楽コンサート ♪ 
  古武美佳さんは、地元長尾小学校、南ひばりが丘中学校卒業 現在ベルリンで活躍中。 
  今回一時帰国されたのを機会に地域の方・一般市民の方にヴァイオリン＆室内楽コンサ 
  ートを楽しんで頂ければと企画しました。 
     
    会場…宝塚造形芸術大学ＡＨホール  日時…８月２６日(土) 
    開演…15：00(会場 14：30)     入場料…無料 
    主催…長尾台小学校区まちづくり協議会  コミュニティひばり 
                 担当  井上 ℡0727－XX－XXXX 
                     担当 ℡0727－XX－XXXX  〔後援 宝塚市〕 


