
 

 

      

 

 

  当会の活動は 目的ごとにプロジェクトチーム（ＰＴ）を編成して実現しています。 

  【ＰＴ活動の近況】 

    機関紙「ほっこり」の発行  毎年 ３月 ７月 １１月の３回発行。石小校区内の１１自治会にお願 

   いして 全てのご家庭 約１，９００戸に配布.しています。編集方針は みなさんに親しんでいただける 

よう 文字の少ない 写真中心の ビジュアルな紙面になるように 心がけています。 

      ご意見  ご感想・ご提案がございましたら 編集室までご一報ください。 連絡先 亀井 62－6902 

    学校の色々な行事を支援する仲間を増やす活動をしています。ご参加いただけ方は「学校支援 

   ボランテｲア増員ＰＴ」までご連絡下さい。                     連絡先 丸山 62－3877 

天見川の一斉清掃 雨のため断念 「河川を美しくする市民の会」が主体となって毎年実施されて 

   いる「大和川水系の河川一斉清掃」に呼応して３月１日に実施を計画していました校区内を流れる天見 

   川の一斉清掃は あいにく雨のため中止せざるを得ませんでした。来年こそは実現したいものです。 

     市認定制度「ふれあい花壇」を申請 お花で街を飾りましよう！ＰＴからのお知らせ と お願い 

 ２月２日 南青葉台公園崖下 バス停近くの空き地を「ふれあい花壇」として市に申請しました。 

     もうすぐチューリップ等の花が見られることでしょう。水やりをお手伝い下さる方はご連絡をください。 

 昨秋「加賀田フェスティバル」で 当会からプレゼントさせていただきしました鉢植えチューリップ 

     咲きましたでしょうか 自宅の玄関などに飾って下さるようお願いします。連絡先 伊澤 ６５－０１３７ 

    石仏寺～弘法大師の井戸～石仏城址～左近城址～コスモス畑めぐりウォーキングコース整備 

   企画案の検討を開始しました。 多くの課題が想定されますが 熱い心で実現に向けて活動します。 

     【今後の予定】市（観光課）・地権者・観光ボランティア倶楽部等への相談 整備企画案の立案・コスト 

   積算 資金見通し 整備支援者・団体の確保 その他解決すべき課題を詰めていく予定です。支援下さる 

    方は ご連絡下さい。    連絡先：石仏城址めぐりウォーキングコース整備検討ＰＴ 伊澤 ６５－0137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑ 石仏城・(伝)左近城 登城道 

観光ボランティア倶楽部 横山 豊 作図   写真上 石仏寺＆弘法大師の井戸  写真下 石仏城址＆左近城址 

写真で見るわがまち 北青葉台 南青葉台 石仏 加賀田 

   校区福祉委員会主催「いきいき健康のつどい」 ⇒   

  が １１月２４日 石仏小学校ラーニングスペースに 

 おいて開催されました。約１８０名の参加者が集い 

  福祉講演 バイオリン・ケーナ等の演奏 合唱とのアン                               

  サンブル 童謡の歌唱指導 談笑しながらの昼食 じゃ 

 んけんゲーム等に時間の経つのも忘れて過ごしました。 

 ●その他行事 秋海棠を観にいこう！ウォーク 毎年９月中旬開催 

   北青葉台の催し  

   お元気クラブ 毎週 月 水 金曜日９時から周辺をウォーキング  → 

子育てサロン 「きらきらカフェ」毎月第４木曜日 北青葉台会館で  

   子どもたちは お友たちと遊び 大人たちは育児について情報交換等活発に 

   ふれあい喫茶  毎年数回 北青葉台会館で開催 詳細は掲示板をご覧ください  

                                     ↑ お元気クラブ 滝畑 滝めぐり 

  南青葉台の催し                                              

     ハロウィンパーティー１１月１日 

    友愛訪問 １１月初旬            

    ふれ愛文化祭 １１月９日   ⇒ 

    クリスマス会 １２月２３日                                     

    お元気くらぶ 毎週水曜日ウォ―キング ↑河南高校「地車」による呼込み太鼓   ↑ふれあい喫茶 2015. 2. 14 

   石仏・加賀田北の催し  

    ふれあいロード石仏 毎月第２日曜日 石仏上  

    ふれあい会・クリスマス会 １２月１３日 新町 

    主婦サロン １１月３０日 尾崎 

    ふれあいカフェ １月２５日 尾崎 

    ニコニコクリーン尾崎 ２月１日 毎月１回 尾崎               ↑ 千本引きで思案の子 

    クリスマス交流会 １２月２１日 加賀田北 ⇒                ← マジックショーで 

    石仏小学校の催し                       会場を沸かす浦本氏 

石小１～４年マラソン大会 １２月８日 

石小・加小合同マラソン大会 １２月９日 

石小竹馬づくり １月２０日 ⇒ 

     烏帽子里山保全クラブのご指導で  

   コミュニティースクールのメンバー等 

   が協力して制作した竹馬 ２３セット 

 

 

   

 市制６０周年記念行事  

   

  

河内長野シテイマラソン ２月１５日 

                                                     ↑ 奥河内くろまろの郷オープン当日の光景 

 その他の事業                                                      

地域防災総合訓練  11 月２日     ⇒                                                    

ふれあい楽市きらく市 11 月１６日 

人権を考える市民の会 11 月２３日   

安全安心まちづくり市民大会 11 月３０日 

福祉センターまつり 1２月６日 

防災講演会 1２月１５日・１月２５日 

シニアボランティアのすすめ ２月２８日  

                        

第５次総合計画「地 域 別 計 画」策定のためのワークショップ （詳細 巻末 参照） 

 

 

 

  

 

団体１組５名で正確さと

速さを競う）で南青葉台

防災委員会チームが見事

優勝しました。写真は 芝

田市長からチームを代表

して優勝トロフィーを受

ける湯川副委員長。 

赤峰市民広場で開催された左記「地域防災総合訓練」（市

内自主防災組織３３団体が参加）の「応急担架リレー」（10 

 

河内長野市の催し  

 

奥河内くろまろの郷オープン 11月２９日 

テラコッタドールコンテスト 1２月１４日 

市政アドバイザーサミット 1 月３１日 

河内長野シティーマラソン ２月１５日    

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 奥河内くろまろの郷 全景         ↑ コンテスト作品の数々        ↑ 亀井君の作品 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  発行部数：2,500部 ＠5.5円 配付先：石仏小学校区内全戸・学校・公益活動団体ほか    発行責任者 会長 丸山茂樹 
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   まちかど 休 憩 処
コミュニテイーサロン

「ほっこり壱番館」が オープン初日から活況を呈しています！ 

    昨年１２月１１日 地域の皆さんに 気楽に立ち寄っていただける場としてオープンした「ほっこり 

壱番館」が好評です。みなさん お気軽にお立ち寄り下さい。スタッフ一同 お待ちしております。 

     場   所 ： 北青葉台５１ ―５０ 後藤さん宅  （スーパーマーケット「コノミヤ」南隣） 

     開館日時 ： 毎月 第２・第 4 木曜日 午後２時から５時まで  下の 看板・幟 が目印です 

     参 加 料 ：１００円 （飲み物・茶菓子のサービス付き）  

 

 

 

 

 

 

       

                                 

 

 

    ↑ 談笑する来館者 １２月１１日 オープン初日         ↑ 看板     ↑ 会旗  

（お願い） ご自宅をご提供下さる方を探しています。ご一報下さい。 

  当会では 石小校区内の随所で 気軽に集えるコミュニティーサロンの開設 を目指しています。 

  「まちかど休憩処」として ご自宅の提供をご検討いただける方は 下記までご連絡下さるよう 

  お願いいたします。  連絡先 コミュニティーサロン開設ＰＴ 亀井 （電話 ６２－６９０２） 

 

 石小っ子 ガンバッタぞお！  「テラコッタドールコンテスト｣で 優秀賞を受賞 

 

あとがき 最後までご覧いただきありがとうございました。本紙は まちづくり活動・校区内外の出来事・

市の主要催事等について 戸外に出られない方にも 居ながらにして臨場感をお伝えできるよう でき得る限

り 文字を少なく 写真を多く ビジュアルに編集することを心がけております。今後も地域の皆さまに親し

まれるミニコミ紙として育てていきたいと願っております。 

皆さまには 一層のご理解を賜り 記事情報 写真等をお寄せ下さいますようお願いします。 編集室 一同 

   編集室 メールアドレス  ishisyou14machizukuri@yahoo.co.jp  （半角） 
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（答）①数十年も前に落雷で幹が折れた柿木 ②おおしろからかさだけ ③高野線廃線跡と路傍の背高の桜

並木 

                                           

わがまちの話題の人～紹介シリーズ～  

 

  

 

 

  

 「奥河内くろまろの郷オープン」と「市制施行６０周年」を記念して 昨年１２月１４日に「奥河内くろ

まろの郷」において開催された「テラコッタドールコンテスト」で 石仏小学校３年生の亀井雄大郎君が 小

学生の部（約２００点出品）で優秀賞を受賞しました。おめでとうございます。 

審査は世界的な庭園デザイナーの石原和幸さん等によって行われました。 

作品は 現在「奥河内くろまろの郷」の駐車場に飾られております。機会があればご覧下さい。H.I. 

] 

荒木さんは 新聞でも何度も取り上げられて

おり 沢山の方がご存じだと思います。昨年

11 月８日には 北青葉台の「ふれあい会」で 

ご自身制作映画の上映と熱のこもった講演に

涙した人は私だけではなかったでしょう。K.K. 

← 満員の「ふれあい会」 写真右下 荒木さん   

   

 

 

第２回は シベリアに強制抑留され 90

歳を過ぎてなお元気に 酷寒の地に眠る同

胞の遺骨収集に活動される八面六臂の大活 

躍の 南青葉台の 荒木正則 さん です 

 

 

  石仏小学校区の未来  みんなで一緒に考えませんか？ 

 地域ワークショップ 参加者募集！ 
 日時・場所 ：第２回 ４月 18 日（土）第３回 ５月１６日（土） 13 時～15 時 北青葉台会館１階 

  応 募 先 ：河内長野市 政策企画課    電 話：５３－１１１１（内線３４３・３４１） 

   ＦＡＸ：５５－１４３５  電子メール kikaku@city.kawachinagano.lg.jp 

  応 募 方 法：住所 氏名 年齢 性別 電話番号をお伝えください。 

内       容：総合計画に初めて取り入れられる「地域別計画」に 石小地域の思いを組み入れよう！ 

市からのお知らせ 

第１回（３月７日）は終了しました。 

１日のみの参加も可能です。 

 

 石小校区まちづくり会だより No.４ 

 

 超少子・超高齢・核家族化社会の到来に 

よって地域に生じてきている様々な課題

を地域のみんなで解決する｢地域住民によ

る 地域のためのまちづくり」を めざして

います。みなさんの一層のご理解とご支

援・ご参加をお待ちしております。 

当会の願い 

      当会のいろいろな活動報告 

 

 

 

  写真 
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