
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ああかかししああ台台小小学学校校区区ままちちづづくくりり連連絡絡協協議議会会  

ニニュューースス  第第３３号号    
あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 

（略称：あか小校区まち協） 平成 27年 9月発行 

始めます！コミカフェ 
あか小校区まち協 

 10月から、あかしあ台コミュニティハウス内で「まち

協コミカフェ」をオープンします。手探りでのスタート。

産声をあげたばかりのひよっこカフェ。皆さんの声が

集まり、「気軽に楽しい交流と面白い出会いの場」に

していきませんか。  
 

オープン  火・水・土 １０：００～１３：００ 
          （ラストオーダー１２：３０） 
        ※祝日の場合はお休み 

      ※イベント開催中は相席をお願いします。 

メニュー  コーヒー、紅茶等（ホット又はアイス）  

          ／１００円／自動販売機 

       お菓子類 ／１００円程度 
  

イベント・ラインナップ 
 

１.テーマ交流会（申し込み要） 1 ドリンク制 

【10月】 

17日（土）マイナンバー制度って何？  10:30～         
語り手：三谷 文夫先生（社会保険労務士） 

21日（水）健康に暮らす         13:00～  
語り手：山本 元先生（医師） 

 

【11月】 

１１日（水）都市計画マスタープラン   10:30～ 
語り手：三田市都市計画課 

１８日（水）かしこいバスの使い方      10:30～ 
語り手：野田年洋氏（神姫バス） 
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10月 2015 11月 2015

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
１ ２  ３  ４  １ 

５  ６　いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

７ 
コミカフェ

８  ９  １０
コミカフェ

１１  ２  ３ 文化の
日

４ 
コミカフェ

５  ６  ７
コミカフェ

８ 

１２ 体育
の日

１３いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

１４ 
コミカフェ

１５  １６  １７
コミカフェ
ﾃｰﾏ交流会
(10:30~12:00)

１８  ９  １０いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

１１
コミカフェ
ﾃｰﾏ交流会
(10:30~12:00)

１２  １３  １４
コミカフェ

１５ 

１９  ２０いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

２１
コミカフェ
ﾃｰﾏ交流会
(13:00~14:30)

２２  ２３  ２４
コミカフェ

２５  １６  １７いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

１８
コミカフェ
ﾃｰﾏ交流会
(10:30~12:00)

１９  ２０  ２１
コミカフェ
ｺﾐｭなかｱｰﾄ

(10:30~12:00)

２２ 

２３ 勤労
感謝の日

３０

２８
コミカフェ
つながりWS
(10:30~12:00)

２９ ２４いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

２５ 
コミカフェ

２６  ２７ ２６  ２７いきいき
百歳体操

(9:10~10:00)

コミカフェ

２８ 
コミカフェ

２９  ３０  ３１
コミカフェ
つながりWS
(10:30~12:00)

（続き）イベント・ラインナップ 
 

2.いきいき百歳体操     ９：１０～ 

   ～DVDを見ながら行います。～ 
           世話役：河本さん（５丁目） 
           申込み：まち協事務所まで 

         （開催日の３日前〆切） 

【10月】６日（火）・１３日（火）・２１（火）・２７（火） 
 

【11月】１０日（火）・１７日（火）・２４（火） 
 

3.コミなかアート（申し込み要） 1 ドリンク制 

 ～ほんの少しアートな時間を～ 
           世話役：日笠さん（３丁目） 

１１月２１日（土）大人の鍵盤ハーモニカ 10:30～ 
 

4.つながりワークショップ（申し込み要）1 ドリンク制 

   ～ゆるやかなつながり～  
          ファシリテーター：内布茂充さん 

（スポーツ２１代表、まち協役員） 
 

【10月】３１日（土） 第 1回 10:30～ 

【11月】２８日（土） 第 2回 10:30～ 
 

 

 
 

 



    

 

「藤棚」などがたくさんあります。これらを整備

し、スタンプラリーや催し会場として利用するこ

とです。 

２つ目は、約 2キロメートル続くリング道路の

両側の歩道には、あかしあの並木道があります。

春には、あかしあの花が咲き、秋には、素敵な紅

葉を見ることができます。これらの時期に、ウオ

ーキングやイベント（あかしあの花を利用した天

ぷらなどやあかしあの歌まつり）が開催できない

か。 

3つ目は、はじかみ池公園の整備計画です。公

園内には荒れ地が 2か所あります。雑草やつる草、

竹などで大きな古木がどんどん枯れております。

市の全面的な支援が必要ですし、危険も伴います。

また、はじかみ池周辺の遊歩道の新設やはじかみ

山山頂に展望台の復元ができないか夢を見ており

ます。 

地域住民のみなさまから、いろいろなご意見や

要望も承っております。あかしあ台コミュニティ

ハウス玄関には、新しくポストも設置する予定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミカフェ・イベント 

「つながりワークショップ」 

テーマ別活動推進検討会 
 

あかしあ台まちづくり推進準備会のワークショップ

が、昨年３回開催され、あかしあ台小学校区の将来

のまちビジョンについて、子育て、高齢者支援、健康、

スポーツ、防犯防災などに関する貴重な“まちづくり”

の意見が沢山出ました。 

 その内容を集約すると、まちづくりの中心にある重要

なキーワードが“つながり”でした。 

あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会として

は、前記ワークショップの意見を踏まえ、まちを構成す

る多様な主体が緩やかにつながっていくために支援が

必要と認識し、その役割を担う必要性を強く感じてい

るところです。 

 そこで、緩やかな様々なつながりを築いていく場とし

て、談話会“つながりワークショップ”を企画するもので

す。 

 最初のテーマは、“緩やかなつながり”を予定してい

ます。まちを構成している様々な方々が、どのような

目標をもって、どのようにつながって行けば良いのか、

皆さんと共に考えて行きたいと思います。 

“まちづくり”にご興味のある方は、奮ってご参加くだ

さいますようお願いいたします。 

１０月、１１月の“つながりワークショップ”開催予定

は、裏面のイベントラインナップ及びイベントカレンダー

をご覧ください。 

  

【“まちづくり”に関する経験やノウハウを話題提供し

ていただける方、また共に“まちづくり”を考えてい

ただける方は、事務局までご一報いただけたら幸い

です。】 
 

 

 

あか小校区まち協 

構成団体の紹介 
 

代表 内布 茂充 
 

 あかしあ台小学校区のスポーツ振興のため、平成１

７年２月２７日に会員制スポーツクラブとして設立され

ました。平成２７年４月現在の活動支援のクラブ団体

は７団体で、部員は大人６０名、子ども１６０名です。 

役割としては、各種クラブ団体の活動を支援し、ス

ポーツを通して地域に住む方々の健康増進に寄与

し、地域コミュニティを醸成することで、明るく心豊かな

住みよい環境が創出することができたらと常々活動を

している所です。特に、一般の方々も参加できるスポ

ーツイベントとして、あかしあウォーキングへの協賛、ソ

フトボール大会への協賛、キンボール大会などの事業

を実施しています。 

 今後は、地域スポーツの核となる活動を推進するた

めに学校、ＰＴＡ、自治会、体育振興会などとの連携

の場として“あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議

会”を活用し、多世代が気軽に参加できる種目を取り

入れるなど積極的に活動展開して行きたいと考えま

す。 

【子ども対象】            

 サッカー：サッカークラブあかしあイレブン   

 軟式野球：ウッディボーイズウェスト      

 バレーボール：あかしあジュニアバレーボールクラブ 

【大人対象】 

 ソフトボール：あかしあヒルズ 

 バレーボール：あかしあバレーボールクラブ 

【大人・子ども対象】 

 バドミントン：ウッディシャトルズ 

 空手：拳正会 

 

   

 

 

 

 

  クラブハウス   ： あかしあ台２-６ 

           あかしあ台小学校内 

  郵送物等配送先： あかしあ台 1-50-3 

           自治会コミュニティハウス内 

 

あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 
ニュース 第 2 号  

あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 

（略称：あか小校区まち協） 平成 27年 8月発行 
将来に向けてのまちづくりの夢 

あか台小校区まち協 

会長 片岡琢麿 
あかしあ台小学校区在住のみなさま、あか小校

区まち協発行の「まち協ニュース創刊号」を見て

いただけたでしょうか。 

 平成 27年 8月には、あかしあ台コミュニテイハ

ウス内に「事務所」を開設し、10月には、「気軽

で楽しい交流と面白い出会いのあるまちづくりカ

フェ」を開設予定です。 

 また、地区住民のみなさまからの申し出やご協

力によりいろいろな催しものを検討中です。ご期

待ください。また、ご参加ください。 

自治会などで開催されております夏祭りなどの

イベントについては、従来通り主催団体が中心と

なり、今まで以上に他の団体の協力を得て、安全

で充実されたイベントにしていただくよう節にお

願い申し上げます。 

入居が始まって 27年が経過し、高齢化が進むと

ともに、地域の課題やニーズも変わってきており

ます。これらに対応するために地区在住のみなさ

まから、多くの問題点や将来に向けての夢を提案

していただいております。 

提案された項目については、各団体にお願いす

るか、新しい問題として、「まち協」で取り上げ、

すぐに実行できるか、経費が掛かり長期間かかる

かについては、次年度以降にして、予算化し、協

力者を広く募集して実施できればと思っていま

す。 

ここで、私の三つの夢を申し上げます。あかし

あ台には、名所旧跡や神社仏閣などはありません。

あると申せば、はじかみ池公園にある「D51（デゴ

イチ）」機関車ぐらいです。しかし、自然に恵まれ

た樹木や公園はいっぱいありますが、三田市の経

費削減で荒れ放題になっております。 

１つ目は、公園や遊歩道には、「あずまや」や 
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あとがき 
何とか、コミカフェを開設できる見通しがたちま

した。しかしながら、人手不足など不安一杯です。

不行き届きのところがあろうかと思いますが何卒

ご容赦願います。ご意見・ご要望をお寄せ頂ければ

幸いです。 

まち協事務所所在地 あかしあ台 1-50-3  
コミュニティハウス 1階多目的室内 

TEL・FAX 079-501-0082 
      E-Mail matikyo@jcom.zaq.ne.jp 

 

まち協 

ニュース  
第２号 

（２）コミュニティカ

フェ（略称コミカフ

ェ）の運営 

（３） あかしあ台

小校区にお住いの

方々の地域活動の相

談窓口・参加支援 

 

まち協事務所の開設 
８月４日（火）からオープンします。オープン

日は週３日の予定です。まち協事務所は、あかし

あ台コミュニティハウス１階「多目的室１」にあ

ります。気軽にお立ち寄りください。次の業務を

行っています。 

（１） あかしあ台小校区の地域情報配信 

 

 
あかしあ台小学校区の街並み 

まち協 

ニュース  
第 3号 

夏祭り翌朝ゴミ拾いをする あかしあイレブン 


