いわぞの自治会だより 第 18 号
岩園町自治会
◇新年のご挨拶 会長
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伊藤圭一さん

明けましておめでとう
ございます。
皆さまにおかれまして
は、ご家族おそろいで
すがすがしい新年をお

容しつつあり、町内は建築ラッシュを迎えてい
ます。街ができた約 60 年前の第 1 世代から第 2
世代、そして第 3 世代に移ったお宅もあれば、
相当な勢いで新しく転入される方々が増加し
ている現状。また高齢化が進み、ご近所との交

迎えになられたことと
お喜び申し上げます。
ここ数年、各地に大
きな自然災害が発生し
ております。1995 年 1 月の阪神・淡路大震災、
2011 年 3 月の東日本大震災、2016 年 4 月の熊
本地震、その他多くの自然災害が発生してお
ります。季節外れの台風、かつてない雨量によ
る大洪水や土砂災害発生など、これまでの経
験では想像もつかない状況が記憶に焼き付け

流自体もままならない環境が広がりつつある
現状。昔は子供の声がそこかしこに賑やかに
響き、活気のある元気な町の代名詞であった
ことも、ともすると「うるさい」「静かさが壊れ
る」との声すら出てしまう当世価値観もある現
状。小学校が違えば子供の交流というきっか
けが見つからない、という現実もあります。ま
た町内を車が往来し、そこかしこに危険を感じ
る交叉点をかかえる車社会にある街。そして、
この街の一番の悩みは「ご近所とまったく交

られてきました。そして、私達が準備すべき災
害として東南海地震があります。この地震は
周期性があり、直近では 1944 年 12 月の昭和東
南海地震がありました。周期の計算からここ
50 年以内で 90％の発生確率が発表されてお
ります。
自治会としてこの 90％の確立で発生すると
される災害に対して、速やかに対応を進めた
いと考えております。即ち「向こう三軒両隣の
顔見知りを増やす」事により「災害発生時の速
やかな対処、要配慮者への支援、そして治安の

流がない」というお宅が増加しつつある現状
を認めざるを得ません。
このような環境下に前述の大災害が発生す
ると予想した時、「この街の皆さまの安全・安心
は確保できるだろうか」と悩みます。そしてそ
の解決策の第一歩が「ご近所との交流の場づ
くり」を設定した背景です。皆さまの「班」から
この『懇親会開催』のご連絡が届きました節に
は阪神・淡路大震災の惨状を思い出していた
だき、極力ご出席のほどお願い申し上げます。

維持」を目標として自治会の最小単位の「班」
別の懇親・交流会を開催し「お知り合い」を増
やす計画です。
さて、岩園町の実態はこの数年で大きく変

最後になりましたが、皆さまがご家族共々、
安全と健康に留意され、安泰した一年を、そ
して充実した一年を過される事を祈念して、
私の新年の挨拶といたします。
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自治会活動報告
１．公園清掃活動と市役所職員参加
・・・ 事務局 納谷周吾
今回は 11 月 26 日に、甲南公園、岩園北公園
た。また、清掃後には伊藤会長と岩園天神、
の清掃が実施されましたのでご報告します。
天神公園、第 2 児童公園、甲南公園、そして岩
両公園清掃には近隣の方々が参加下さいま
ヶ平公園を見学し、会長から公園の状況など
したが、日曜でもあり他の用事などと重なっ
の説明を受けました。職員の中にはモンテベ
て出られない方も多かったのでしょう、まだ
ロバラ園を初めて見た人、第 2 児童公園には
まだ少ないことを感じています。これからも
大阪城石垣切出しの岩があること、天神公園
この活動は継続しますが、ぜひ皆さまの参加
はイノシシによりグラウンドが掘り返されて
をお願いします。
いるほか天神の杜の茂りで人目につかない
【市職員参加】処で今回の北公園清掃に市役
位置にあり利用者もほとんどいないことな
所福祉課の若い職員さんたちが「現場を体
験しよう」との庁内施策の一環で参加しまし
た。公園では固まった砂場、溝に埋まる土砂

どを知り、大いに勉強になったそうです。
なおこの体験は庁内発表会で発表され最優
秀事例に評されたそうです。

や落ち葉の多さに驚きを隠せない様子でし

今後も私たちの活動への参加を期待します。

２．自主防災会・地域防災訓練開催（１１月１２日）
自主防災会（津村会長）主催の地域防災訓練
が開催されました。自主防会員や自治会役員、
福祉委員の皆さんによる会場設営と消防署、
市役所防災安全課の支援も受け「体験から体
得する訓練」がスタートしました。今回も水消
火器での消火器取扱い、組立リヤカーの扱い
方、ロープ結索手法、救急応急手当手法や簡
単な担架づくり、発電機操作などを学びまし
た。公園内地下にある貯水槽からホースでく

（写真）水消火器で消火訓練、ロープ
結束訓練、毛布と物干し竿で応急担架、
貯水槽から給水ポンプを使い放水訓練、
てんぷら油火災の実演と消火器訓練

・・・ 自主防会長 津村芳彦

み上げ放水消火する訓練は、使わないこと
を祈りつつ真剣に取り組みました。また天ぷ
ら油火災時の消火では燃え上がる炎に一同
驚愕!!しました。家庭でも使う事の無いように、
と参加者全員が確認しました。
訓練は「やったことがあるからいい」ではな
く「どんな状況であっても私はできる」ように
することが目的。次回の訓練にはより多くの
方々の参加を望みます。
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３．役員の在籍する班内交流会推進活動
・・・ 事務局 納谷周吾
今年度会長方針で会内の人的交流活性化の
班長が中心となって餅つき会を開催し、自班
試みとして「役員会議メンバーが率先して自
分が属する自班での交流会を開催しよう」を
掲げました。これまでに開催できた班は（※（）
内は役員会議メンバー）、7 月 8 日＝南 9 班(端山、
西真田)、7 月 29 日＝西 4 班(伊藤)、10 月 1
日＝北 3 班(納谷)、12 月 2 日＝北 2 班(高田、
南波、佐野)、12 月 30 日＝北 14 班（尾崎、村
木）です。会には福祉委員も同席されお年寄
りの声に耳をかたむけました。しかし、開催で
きた班でも参加が 5 割程度と課題も出てい

だけではなく近隣の子供達や親御さんが多
く参加した交流の場ができました。自治会と
して今後も後押しを検討していきます。
交流会で話題となった課題は①災害時への
対応不安②空き巣犯罪の増加と防犯対策へ
の不安③交通事故への不安④町内で会話・
交流のないお宅が増えた実情のほか、自治
会が再開されたことへの感謝の声も多く出
されました。
役員会メンバーでは今後も自班開催を推進

ます。また残念ながら今まで開催できていな
い班が多く、役員自身が推進の難しさをひし
ひしと感じています。しかし北 14 班では尾崎

します。開催案内が届きましたら是非ご参加
をお願いします。

餅つきには大勢が参加
役員在籍の班内交流会、和気あいあいと

４．岩園喫茶、弥生会の活動
・・・ 弥生会会長 南波 康道
◇12/6 ふれあいサロンが開催されました。
3/20 は芦屋カレッジの方々による「南京玉
上宮川センターで開催され岩園小区域
すだれ」を披露して頂く予定です。楽しみ
の 77 名参加でされ弥生会からも８名の方
にしてください。
が参加しました。阿波踊り体操が大変好評
◇絵画教室について
でした。（社協、民生児童委員、福祉委員主催）
11/10 に開催され 20 名
の方が参加されました。
年賀状用として戌年に
因んだ犬のイラストから
始まり仲の池の風景画、
◇岩園喫茶開店
草花のイラスト等の挿絵を習得。
12/19 の岩園喫茶はクリスマスに因んで
2 月 25 日には終業式を行う予定です。
ハンドベルを使用して全員で合唱しました。
その後は T シャツにプリントする挿絵とか
1/16 の岩園喫茶は 10/17 日
うちわに書き込む挿絵の勉強を企画して
に開催された北山先生のバ
おりますお楽しみに
レー披露会と健康体操のビ
◇グランドゴルフについて
デオを上映しました。
1 月は予定通り毎週火曜日と水曜日午前 9
2/20 は通常の茶話会です。それぞれフリ
時より 11 時まで岩が平公園で開催してい
ートーキングで近隣の情報交換と今後の
ます。2 月は寒さが厳しいため中止します。
方針について語り合います。
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５．高塚町大規模開発
・・・ 事務局 納谷周吾
いよいよ開発工事が始まりました。自治会で
自治会要望通りガードマンも配置され、トラッ
は１月２０日、伊藤会長、高田、納谷、津村自主
防会長が現地視察し、熊谷組現地所長の説
明を受けました。トラック走行は現在計画の８
０％程度だが、来年春の完了をめざし今後は
増加の見込み。一方、岩園公園前をベースに

所長から説明を受ける

調整池建設

手前に２個目を予定

ク走行も３０㎞/時と法定速度が遵守されて
います。広大な開発現場は重機が活動し、調
整池建設が進展中。自治会は今後も工事進
展を見守って参ります。

切り崩される斜面

トラックの土砂洗車装置

自治会からのお知らせ

注意しましょう!!
インフルエンザ感染が拡大しています。
外出先からの帰宅時には手洗いを忘れなく。
手首から指の付け根、爪の間も石鹸で洗いましょう。
空き巣狙い被害が発生してます。
町内では建築中の物件が多く、先日も建築現場に隣接するお宅が被害にあいました。
空家、空き地、建築中などは外からの人目が届かず、侵入しやすく、特に工事現場では
不特定多数の関係者が出入りするため、関係者に成りすまし隣家を窺い下見する、
ということも多いそうです。不審者をみたら必ず声掛けし警察にも連絡しましょう。

お知らせ！
朝日ヶ丘集会所 運営協議会主催（岩園、朝日ヶ丘、東山）イベント開催のお知らせ
詳しくは別途配布のチラシをご覧ください
岩園コミスクから 「１．１７を忘れない防災訓練」のお知らせ
開催日時 ： 2 月 10 日（土曜）、
会場 ： 岩園小学校
訓練内容 ： 体感型アトラクション映像と音響を駆使した臨場感あふれる会場で、謎解きを
楽しみながら防災を学び、災害時の対応を考える防災訓練
※午前・午後の２回公演、 定員：各１５０名 （先着順）
参加申し込みと締め切り ： １月３０日（火曜）
※詳細問合せ及び連絡先は・・・
連絡先
： 岩園コミスク 西野 または 西本
まで
町内 2 カ所にある市営住宅の建物解体工事が始まりました
工事日程 ： 1 月 15 日～3 月 29 日（予定） 原則月曜～土曜
作業時間 ： 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分まで
問合せ先 ： 芦屋市都市建設部建築課（担当 中川氏、電話 38-2066）

自治会活動費の収入源は「資源ゴミ回収」です
発行責任者 自治会事務局長：納谷周吾

