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ホタルが飛び交い、古の浪漫漂う笑顔と躍動のまち“加茂”
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●喫茶コーナー
珈琲・紅茶
100 円
（お茶うけ付き）
ジュース · 50 円
●勾玉づくり 50 円
消費税が上がっても
お値段すえおき！

地域のみなさんや、加茂こども園、加茂小学校、川西南中学校、ハピネス川西の

お財布にやさしいコミ価格

みなさんの作品がたくさん出展されます。芸術の秋の風に吹かれにお越しください。

南花屋敷コース
ラサ社宅前～住友電工社宅前～ふれ
あい会館系統
（モデルコース）
1 便 9：00 乗車～

ラサ工業社宅前

今年もハピネス川西のご協力により、
巡回バスを運行します。目印は「正心会」
加茂コース
の表示と、助手席側の「加茂コミュニテ
ィ文化祭巡回バス」の看板です。坂の心 加茂 1 丁目公園～ふれあい会館系統
配がなく安心です。バス停は当日設置の （モデルコース）
看板を目印にしてください。定員オーバ 4 便 11：35 乗車～11：45 着
ーの場合はピストン輸送になります。 ～作品鑑賞（1 時間）～喫茶で一服（15

9：10 着～作品鑑賞（1 時間）～勾玉

分）～勾玉づくり・トイレ（30 分）～

づくり（30 分）～喫茶・トイレタイム

6 便 13：30 乗車～13：35 加茂 1 丁目

（20 分）～3 便 11：00 乗車～11：10

公園着

ラサ社宅前～
11：15 住友電工
住友電工社宅前

1便
2便
3便
4便
5便
6便
7便
8便
9便

社宅前

加茂 1 丁目公園前

ふれあい会館（発） ラサ工業社宅前 住友電工社宅前 加茂1丁目公園 ふれあい会館（着）
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天候の心配なし♪

暑い あつ～い一日
売
れ
た
か
き
氷

第 4 回加茂まつり

飛
ぶ
よ
う
に

8～10 月
炊き出し
・
防災訓練

かまど炊き
おにぎり
豚汁

9/15（日）800 名を超える来場者でにぎわった加茂まつり。
模擬店、ステージショー、体育館でのニュースポーツ体験、
カフェ憩い、防災訓練等々、楽しい一日となりました。

ステージショー

「にぎやか」発表会

ジョイフル

8/25（日）に行われた恒例の「にぎやか発表会」
。来場者は 180 を超え、
タイトルどおりのにぎやかな一日になりました。

登録グルー
プ、加茂こど
も教室合わせ
て 11 組の参加
でした。写真
はＨＰの活動
報告でどうぞ

子ども茶道教室

8/26〜3 日間、橋本宗佳先生をはじ
めとした先生方に茶道の作法を教
わりました。帛紗（ふくさ）のさば
きや、所作なども指導していただき
ました。

みんな真剣！

お菓子おいしかった♪
正座が大変だった～
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やっと晴れた!! 雨のち晴れ

ワールドカップラグビーにも負けない盛り上がり
第 23 回市民体育祭

加茂まつり以降、週末は 4 週連
続の雨。どこの運動会も開催が危
ぶまれましたが、加茂コミの体育
祭当日だけは天候の不安なく無事
開催されました。
令和初の体育祭は手に汗握る大
混戦！「4 年に一度じゃない。1 年
に一度だ。」さあ、来年に向けて準
備していきましょう♪

10/20（日）

総合順位
第 1 位 加茂第三
第 2 位 南花屋敷
第 3 位 加茂第四
トップとの差はわずか 1 点差！

～1 位表彰～
風船割り

加茂こども園の子ども達

A 加茂第四

B 加茂団地

むかで競争 A 加茂第三

B 南花屋敷

障害物競走 A 加茂第四

B 南花屋敷
勝つのはどっちだ？

川西南中学校 吹奏楽部

かけっこ一番インタビュー

市長 賞（大人大 縄跳び ）
加茂第三
体育部長賞（綱引き）
加茂
地区対抗リレー
加茂第三

風船割り 1 位加茂団地

南中放送委員会のみなさん

「友だちはどこ？」

コミ連スローイングビンゴ予選会

9/7（土）むせ返るような暑さの体育館
で、2 ブロックでリーグ戦を行いま
した。それぞれで優勝した加茂第四
自治会の 2 チームが 11/30 の本選へ
出場します。がんばってください!!!

PTA お揃い T シャツ

防犯講習会
8/31（土）安全部
「アカンマン」の楽しい寸劇で
悪徳商法・特殊詐欺を撃退！！

体育部長賞加茂の綱引き

夏休み工作づくり＆遊び
8/24(土)福祉委員会
暑い中、折り紙、段ボール、竹細
工、手芸のコーナーで、お父さ
ん、お母さんも童心にかえり子
ども達と作品づくりに熱中！

夏休みの宿題できたよ

(5)

(4)

加茂全域・南花屋敷 2・3 丁目版

自治会長さんに聞いてみた！

会長 小澤良明（平成 18 年～ 趣味：健康維持のため
加茂小校区コミュニティの
国土南花屋敷
一 全
ゴルフを楽しみよく歩いている）
挙 15
当自治会の所在は、最明寺川・口谷川と宝塚市との境界線に囲まれた
大 自
南花屋敷 3 丁目 19 です。昭和 40 年に宝塚市側とともに「国土建設」が
紹 治
介 会
開発した 27 戸の小世帯です。
‼
平成 23 年に、会員が自治会を知り、より連携を深められるよう「国
土南花屋敷自治会の歴史」を作成・配布。日頃は「国土ニュース」を配
塩沢
三和
布して情報伝達に努めています。
桃源荘住宅
力を入れているのは『防災』と『環境』です。防災では、市による「道
雲雀
路防災設備」1 号・2 号の貸与を得て用具
桃園
コボリクラスタ花屋敷
を補強し、当時よく新聞・テレビの取材を
東洋食品短大
受けました。環境では、早くから市の「ク
リーンアップ大作戦」・「花いっぱい大作
蔵本
戦」に登録。平成 19 年には県の「ひょう
ごアドプト」の事業協定を締結し、最明寺
広田
川・口谷川の清掃、草刈、花木植栽の美化
活動を続け、最明寺川沿いを散歩する人
鴨
西之芝
神
に楽しんでもらっています。

自治会の名前、不思議に思ったことはありませんか？聞いたことはあるけど、い

自治会

ったいどこにあるんだろう？
自治会によって、成り立ちや規模、活動は様々です。今回、自治会長さんにご協
力いただいて、自治会の紹介記事を書いていただきました（会長さんの趣味なども
書ける範囲で）
。きっと「へ～そうなんだ！」ってことがあると思います。
何？自治会の特集？字もちっちゃいし、そんなのめんどくさくて読めねーよって
言ってる大人のみなさん。ボーっとしてるとチコちゃんに叱られますよ！？

会長 多田新二郎(趣味：読書）
副代表：中島一晃（同：映画鑑賞）田中正興（同：家庭菜園）
しののめ＝あけぼのの意。昭和 35 年（1960 年）に結成。区域は伊丹段丘の
東北端部高台と最明寺川に挟まれた地域（南花屋敷 2 丁目 1～3、6）。自治会員
は近年の宅地造成で来られた子育て世代約 50 世帯と、それを終了した世代の
約 50 世帯。地域の方々が自然に挨拶できる関係づくりを自治会の目標として
いる。できるだけシンプルな組織で、会議は年一回の総会のみ。自治会長は 3
人で分業体制をとっている。
重点実践活動としては、①川西市春・秋クリーンアップ作戦にあわせた最明
寺川の清掃②かんだ公園の草刈・清掃。
今年は公園内の側溝で大量に発生していた、
セアカゴケグモを駆除。
福祉活動としては、①老人会（東雲若竹会）
では豊かな老後を楽しむ集い②長らく休眠し
ていた子供会（にじいろ子供部）を立ち上げ今
年で 3 年目。子供数 95 人（0 歳～中学生）

東雲

社

交番

会長 森田長義（78 歳 仕事趣味など：現役設計コンサル会社員、南花屋敷
かわにし防災士会員、水彩画、加茂遺跡の石器探し、今年金婚式
スライドショー（20 分間）を子供からプレゼントされた）
区域は、おおよそ南花屋敷 2・3 丁目、424 世帯の自治会です。
5・11 月は市のクリーンアップ大作戦と連携し自治会内を地域住民で清掃
しています。近所の方々で会話が弾む機会となっています。近隣力が大切と
考えています。自治会内には高砂会（老人会）とバンビ子供会があり、協力
して 8 月にはラジオ体操（遺跡広場にて、累計 200 名参加）
、12 月には福祉
餅つきを行っています。午前中に餅つき（約 60 名
参加）
、午後には自治会役員、民生委員で 70 歳以上
世帯に健康長寿を祝い赤飯を配布しています（220
軒）
。
また、4，5 年に一度親睦バス旅行を行い（県民交
流バス利用、バス 3 台）
、7 年に一度、キッザニア甲
子園にバンビ子供会が行くのに補助しています。

会長 佐々木明

加茂

自治会範囲は加茂 2・3 丁目で、北は鴨神社、桃源台線をはさみ、加茂小学校
の手前までになっています。今も農地が多く残り、川西市特産品の桃やいちじ
くの生産地です。
活動の一つに鴨神社の夏季と秋季の大祭での出店（販売や めだかすくい）が
あり、子どもさんから大人の方まで多数で賑わっています。
当地は相当古くから集落のあった地域で、鴨神社には加茂遺跡の石碑があり、
加茂 2 丁目の「宮川石器館」では弥生式土器・石器類が展示されています
（見学は要予約）。
なお、当自治会は加茂会館を拠点に活動し、
会館の管理（清掃・除草作業含む）も重要な活
動となっています。現在、会員は年々減少傾向
（約 260 世帯）にあり同地区にお住まいの方で
未加入の方はぜひご入会を。自治会活動はボラ
ンティアですが、頭を使いますし、身体も動か
しますので、私自身、役をやって良かったと思
加茂遺跡スタンプラリーのポイントにも
っています。

万代
郵便局

自治会紹介は次の
ページ に続きま す。
（南花屋敷 1・4 丁目）

地図は自治会のおおよその位置関係を示す目安であり、境界線位置は正確ではありません。

会長 近藤保
市営住宅加茂桃源団地（1～4 号棟）の住民で構成されて
います。加茂桃源団地はまず 3 号棟と 1 号棟が先に建設さ
れ、その後起きた平成 7 年の阪神淡路大震災の復興住宅と
して 2 号棟と 4 号棟が建設されました。
行政からの支援・指導もあり、被災された方や独居の方の
孤立を防ぎ、住民同士の交流を図るため、現在も行っている
「ふれあい喫茶」の元となるものが始まりました。
「ふれあ
い喫茶」は団地の集会所で毎月行っています。高齢世帯が増
え、自治会加入率も下がっていま
すが、夏には夕涼み会、冬には餅
つきを行い、住民同士の交流が図
れるように取り組んでいます。去
年の秋には、大阪青山大学 西地
令子教授のご指導で、認知症予防
の脳トレイベントも行い、新聞に
も取り上げられました。

会長 乾要人（平成 26 年～ 趣味等：卓球・カラオケ・神社仏
閣巡り シルバー人材センターで働く）
自治会範囲は広く（加茂 1・5 丁目）北は市道川西～宝塚線より、南は中国縦
貫道側道まで。東は最明寺川から、西は高台までです。約 1000 軒ありますが、
会員は 300 世帯まで激減しており、残念です！
主な行事は 6 月にバス旅行（今年は中止）
、7 月鴨神社夏祭り出店、8 月下旬
（準備含め 4 日間）に加茂 1 丁目公園にて福祉盆踊り大会を行っています。ま
た、同公園にて夏休みラジオ体操や、清掃活動も行っています（毎週日曜日 4
ブロック交代）
。旧ふたば幼稚園にて福祉委員さん主催のひろばサロン会を年
10 回程度開催しています。
加茂まつり・市民体育祭などのコミ行事に
も積極的に参加しており、文化祭へも多数出
展があります。日頃から加茂第二会館で寄り
合っておられる成果と思います。いろいろな
行事に参加することにより地域の活性化、絆、
団結が出来、情報交換も出来、安心安全な地
域になると思います。

加茂第三

こども園

ふれあい
会館

加茂団地

～自治会のアレコレ～

加茂第四

会長 安藤美津（趣味：ちょっとしたスポーツ、卓球やグラウンドゴルフ）

加茂 4 丁目 1～7 が自治会の区域です。設立 5 年ほど、世帯数約 150
ですが、まとまりのある自治会です。自治会役員は、班長さんが 10 名
程度ですが、それ以外にも協力員さんがおられ、行事のときにはお手
伝いをしてくださっています。定例会はなく、行事前など必要なとき
のみ、加茂交流会館で会合を行っています。県から借り上げている花
壇を月 1 回会員で清掃しており、みんなの憩いの場となっています。
敬老のお祝いではみんなで赤飯を炊いたり、住民同士の声掛けや交流
をとても大切にしています。市民体育祭では総合優勝連覇中です。

(7)

(6)

南花屋敷 1・4 丁目版

蔵本
会長 土肥千生子
蔵本自治会は東洋食品短期大学を含めてさらに西に広がっています。
自治会の規模は世帯数 100 軒ほど、まとまりやすい大きさで、高齢者か
ら若者までバランスが取れている方だと思います。
自治会恒例のボランティアを 5 月に行っています。ここ 20 数年続い
ている寺畑前川の土手の草刈りですが、毎年 70～100 名が参加していま
す。子供たちの安全面や、環境面でのことはもちろん、住民同士のコミ
ュニケーションを図れる機会にもなっており、今年からは年 2 回に増や
す予定です。近年はなかなか暑いことで大変ではありますが今後も継続
していきたいと考えています。
自治会の特色としては他に、組長当番
が 3 ヵ月交代、組長会議は 3 ヵ月に一回
と、できるだけ負担が少なくなるように
活動しています。その分役員さんは一年
通してしっかり活動を頑張って頂いてい
ます。高齢も働く時代になり、忙しい方が
多いですが、少しずつお互い助け合える
住民の自治会組織を目指しています。

三和

塩沢

会長 井上孝之
塩沢自治会はＪＲ宝塚線の南側、
に位置し自治会の中央を東西に寺畑
に住宅が同軒数建ち並ぶ 150 世帯ほ
園地帯を造成宅地化され現在に至っ
品短期大学、研究所が在り教育文化
行事は連合会で取り組んでおり 7
も神輿
ふれあいもちつき大会
しています。コミュニティの市民体
また 防
りを 25 年
日 20 時か
空き巣
ます。高齢

加茂小学校区の中では北の端
前川が流れ、川を挟んで両側
どの自治会です。57 年前に田
ています。西側隣りに東洋食
の発展に恵まれた環境です。
月子ども夏まつり、11 月子ど
等、自治会子供会共催で実施
育祭にも参加しています。
犯活動の一環として町内夜回
間続けており、毎月第 3 金曜
ら、拍子木を打ち「火の用心・
用心」と叫びながら回ってい
世帯が増える中、安全安心な、
るい、楽しい街を目指し、5 年
前から「 声 かけ・挨拶運動」を展開、向
隣のお付き合いを広めようと
となって取り組んでいます。

コボリクラスタ花屋敷

会長 立川奈津江

桃園

コボリクラスタ花屋敷自治会は、総戸数 76 戸のマン
ションで自治会が構成されています。南花屋敷 4 丁目に
ありマンション北側には寺畑前川が流れています。
役員は各階において順番に 1 名選出され任期は 1 年と
なっています。世帯の大半が 60 代以上であり自治会加
入世帯も減少傾向であるため、自治会活動が困難になっ
てきているのが現状です。住民（役員）同士、困ったと
きには声を掛け合い自治会活動に取り組んでいます。
また、ロビーエントランスにはＡＥＤを設置しています。

西之芝
会長 下良尚
南花屋敷 4 丁目、最明寺川の北側、川西市と宝塚市の境に位置しており、
約 30 世帯ほどの小規模な自治会です。車の往来も少なく静かな佇まいです。
33 年前に私は移り住みましたが、ご近所の方々は、とても穏やかで親切な
方ばかりで、大変住み心地の良い場所になりました。子どもたちも成人し、
ご近所の方々、そして私も歳を重ねましたが、今は少しずつ若い方が増えつ
つあります。そして、小さな子供さんの遊ぶ笑い声が
聞こえるようにもなってきました。
未来ある子どもたちのためにも、若い方々が安心
して穏やかな生活のできる地域になればと思いま
す。

東雲

南花屋敷
国土南花屋敷

加茂

会長 尾野上一夫（趣味：釣り）
本会は、昭和 57 年に南花屋敷三和自治会として設立されました。会則の改
廃、改正を経て平成 16 年に名称を三和自治会に改定しました。この間、地域で
（南花屋敷 1 丁目 1・2・4 番、3，5，6 番の一部）2 棟のマンションが建設さ
れ 115 世帯になりました。都市化が進み、近隣保のお付き合いも徐々に希薄化。
カエル・稲穂・無花果等の季節感もなく、少子高齢化時代が足早に到来してい
ます。また小学校の統廃合やコミュニティ組織が設立されるなどの変化もあり、
自治会の事業も独創性が失われていっています（従来行っていた花火大会の中
止）。その中でも、年 2 回のクリーン UP 作戦では、大人・子どもさんを含めて
100 名以上の参加があり、家廻り・側溝・寺畑前川の清掃に半日、汗を流しな
がら取り組んでいます。
河川改修により大雨による
洪水は心配無くなりましたが、
自然災害による備えは充分で
はありません。今後は、近隣保
のお付き合いがますます重要
After
Before
になってきます。

桃源荘住宅

桃源荘住宅自治会は JR 川西池田駅に近い南花屋敷 1 丁目と 2 丁目・4 丁
目・栄根 2 丁目（其々一部）を含んで昭和 31 年（1956 年）に設けられ、現在
までの 63 年間に渡って活動してきた自治会です。
今まで自治会では資源ゴミ回収を積極的に行い、収益は地域防災のために消
火器の設置、生活環境の美化のために箱型ゴミネットの購入、会員相互親睦の
ためにバス旅行、ハイキング、高齢者が増えてからは落語会等企画してきまし
た。今年は昨年に引き続き親睦食事会が予定され
ています。
現在の自治会加入世帯は 194 世帯ですが高齢者
が非常に多い状況で自治会活動に加え連合自治会
（旧加茂小校区）、加茂小校区コミュニティの活動
に役員や会員が関わっています。ただ、拠点が非
常に遠方となる加茂小校区コミュニティの開催行
事に参加する一般会員はほとんどないのが現状です。（文 假水靖子）

加茂第三

加茂第四
加茂団地

※桃園自治会は今春解散されました。

役員の負担など「正直、自治会は面倒」という
声が聞こえがちです。けれども自治会のこと、
地域のことを知ると、今までと少し違ったこと
が見えてきませんか？当たり前の暮らしは誰か
が支えてくれています。それぞれの役割がある
コミュニティと自治会ですが、地域力を高める
ための組織であることに変わりはありません。

～私たちの暮らしは私たちでつくる～

地図は自治会の

おおよその位置関係を示す目安であり、境界線位置は正確ではありません。

広田

会長 丸岡茂雄（趣味：アマチュア無線）
南花屋敷 4 丁目の南西部の一角に広田自治会があります。南側に
前川がある住宅街です。50 年前には商店街？も有りました。最明寺
は桜、夏には蛍と目を楽しませていただきました。最近では桜の木
が変わりました。阪神淡路大震災で亡くなった方や、移住された方
では、若い世代が移住されてきました。自治会独自の行事等はあり
ティの行事等々に参加していただいて、交流を深めていただければ
私事ですが、趣味でアマチュア無線をやっています。現在は 145
ある方は、ぜひお声かけください。自治会活動も、会員の皆様のご

会長 山田哲雄

は最明寺川、北には
川の土手には、春に
も少なくなり、景色
もありますが、最近
ませんが、コミュニ
幸いかと思う次第です。
MHz と 430MHz 帯の FM のみですが興味の
協力をもって楽しくやっていきたく思います。

会長 永田又嗣（ながたゆうじ 現役サラリーマン
趣味：ゴルフ、モータースポーツ）
雲雀自治会は南花屋敷 4 丁目に位置し、
自治会内に南花屋敷第二公園、南花屋敷中
央会館を有します。会発足当時はＪＲまで
田んぼが広がり列車が走っているのが見え
たそうです。世帯数は約 130 軒、うち自治
会加入世帯 123 軒で、当初からお住まいの
方が多い地域です。
大きな自治会とは違い、単独で行事を開催することは難しいで
すが、市内一斉クリーンアップや、コミの市民体育祭・文化祭な
どへ参加しています。クリーンアップには早朝からほとんどの方
が参加するなど、環境に対する意識が高く、本年度は環境衛生実
践功労団体の表彰を受けることになりました。
私自身は 35 年前に引っ越してきて、延べ 10 年自治会長を拝命
しておりますが、これまで大きな問題も
なく、とても良い自治会だと思います。今
後、少子高齢化で運営の担い手不足や、独
居世帯の増加等の問題にどのように対処
していくか課題となっています。

雲雀
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コミュニティだより

(8)第 54 号

お知らせ Information

加茂小校区内の
✔スマホ対応ページができてより見やすく！

避難所・一時避難

✔ハザードマップ（GoogleMap 版）！

場所・防災倉庫・

✔メールマガジン機能追加（来年 1 月～配信予定）

福祉避難所・AED
設置場所が表示

活動報告には、広報紙には掲載し

できます。

きれない写真を公開。
活動予定や回覧板機能でイベント
を詳しくチェックできます。
ぜひご活用ください。
検索

コミュニティ行事・HP 更新情

加茂コミ

報・地域情報をお届けします。
ぜひ登録してください。

加茂小学校区コミュニティ推進協議会ホームページ

https://kamokomi.site

記 事 募 集
みんなに紹介したい、加茂コミ内の「こんなことやあんなこ
と」随時受付しています。例えばスポーツの大会で活躍したな
ど、ぜひお知らせください。体育、文化、環境、防犯、安全、
暮らしのことなど、様々なジャンルからお待ちしております。
『きらっとするＫＡＭＯ♪』などでお伝えします。

ゆるっと募集

コーナー♪①

ゆるっと募集

コーナー♪②

投稿カメラマン募集！

ふれあい会館 花壇ボランティア

写真好きのあなた、あなたの腕を

（水やり・お手入れなど）

貸してください。あなたの写真を

お問い合わせは、加茂ふれあい会館

皆さんに見てもらいませんか？

担当：坂田まで（TEL 072-757-0210）

今年も 6 年生チーム快進撃！県大会優勝！近畿大会へ！

行

事

予

定

1 1 / 9 (土) 10 (日) どんとまつり
11/16 (土) 17 (日) 文化祭
11/24 (日) 市内一斉クリーンアップ

お問い合わせは、加茂ふれあい会館

11/29 ・12/3 ・12/4 ジョイフル フラワーアレンジ

広報・ＨＰ担当：三善（ミヨシ）まで

11/30 (土) 加茂遺跡スタンプラリー

（TEL 072-757-0210）

《編集後記》
毎号毎号、本当に難産です。時間、スキルともに追いつかないとジタ
バタもがきながら編集しています。今回の自治会特集は全自治会に協力
していただいての大きな企画でしたが、いかがでしたか？みなさんの協
力で作り上げている広報。一人でも多くの方に届きますように。楽しん
でいただけますように。次号は新年号です。いよいよオリンピックイヤ
ーの幕開けです。自然災害の多かった 2019。時代は平成から令和に。ど
の方にも穏やかな日常が訪れることを祈りつつ。
（M）

11/未定

福祉委員会 玉ねぎの苗植え体験

12/5 (木) 秋・冬を彩る寄せ植え教室
12/8 (日) 体育部スローイングビンゴ大会
12/下旬

住民向けホームページ講習会

※詳しくは、回覧板・HP・掲示板をご覧ください
予定は変更になる場合があります

