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 ４月９日 社会福祉法人 博光福祉会様のご協力により 南青葉台の「寿里苑フルール」内に待ちに 

 待ったコミュニテイーサロン ほっこり弐番館 が誕生しました。 

高齢社会・核家族化社会にあっても自宅の近くに気心の知れた人が居ればどんなにいいでしょう！ 

皆さん 自宅から一歩踏み出して たくさんの方々との交流を深めようではありませんか！！ 

スタッフ一同 お待ちしております。 

   場   所  ：  南青葉台６－１５  寿里苑フルール １階           

   開館日時 ：  毎月 第２日曜日 午後２時から５時まで           

   参 加 料  ： １００円  （飲み物・茶菓子のサービス付き）  

 

 

 

 

 

 

       

                                 

    当会では 車いす使用者も集える 小規模・地域密着型のコミュニテイーサロンを校区の随所に 

        開設して だれもが 近くで 気軽に集え 知己を得ることができる地域 にしたいと願っています。 

 サロン会場として 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。  

個人宅の提供を受けて開設準備中のほっこり参番館を次頁でご紹介します。亀井（電話６２－６９０２） 

 

石仏小学校区まちづくり会だより No.10 

 

  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 

      活動目的ごとに プロジェクトチーム（ＰＴ）を組織して挑戦しています 

 

 

 
４月９日 オープニングセレモニーで      ほっこり弐番館がある寿里苑フルール 

音楽グループ ほっこり～ナ が音楽演奏と脳トレ体操指導  

求 

Ｔｏｐｉｃ １ まちかどふれあい処 ほっこり弐番館オープン！ 

 

 
 

開館日には 私が立って 

ご来館をお待ちしています。 

 

ほっこり弐番館の看板 



 

     

     コミュニテｲ―サロン 「ほっこり参番館」 が 北青葉台に ちかぢかオープン 

 北青葉台の喜田さんのご厚意でご自宅をご提供いただき 「ほっこり参番館」をオープンに向け

て準備中です。喜田さんありがとうございます。 「ほっこり参番館」の概要は次のとおりです。 

   場   所  ：  北青葉台１２－３０ 喜田 邸（喜田さんは理学療法士免状の所持者です。） 

   開館日時 ：  毎月 第 1 木曜日 午後２時から５時まで  

   参 加 料  ： １００円 （飲み物・茶菓子のサービス付き）  

   特  徴  ： ご歓談の合間に 認知症についてのお話やコグニサイズ（認知症予防体操）も。 

認知症に関するパンフや図書も備え置く予定です。 
 

 

 

 

    当会は 発足と同時に「コノミヤ前バス停の新設」を 最重要課題の一つとして役員会でとりあげ

即 市と相談して関係先の南海バス コノミヤと市を交えて協議し 早くからバス停予定地へのバス

乗り入れテストを現地において実施しましたが（ほっこりＮｏ．５に掲載） いろいろ解決しなけ

ればならない問題があり実現が遅れていました。  

このたび 関係者のご努力で３月定例市議会おいて「平成２９年度事業」（南青葉台方面行きのみ） 

として予算がつきました。 

当校区は 自然環境 生活環境 子育て環境などが良いことから 高齢者の中には 転出せずこの地 

を「終の住処」と考えている方も多いですが それには何と言っても 日常生活がし易いことが必 

須条件です。自動車運転免許自主返納が話題になる現下にあって 今後これまで以上に高齢者には 

バスが移動手段の中心になるでしょう。この意味でも大いに地域に貢献することになるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

         

 

 

 

 

       

     

          

  石仏小学校の春から秋にかけて実施される学校行事 学校支援ボランテｲア登録をお願いします。 

  ５月  ２５日（木） ５年生の遠足付添い 岩湧寺 四季彩館 ほか 

２８日（日） 春の環境整備 午前８：３０～１０：３０ 

  ６月  ２日（金） プール掃除  午前 

     １０日（土） プール掃除  午後        

  ７月  下旬    プールサイドでの見守り 数日実施 

  ８月 ２６日（土） 夏の環境整備 午前８：３０～１０：３０        

 １０月 １３日（金） 運動会の準備（除草 テント張り ほか）   昨年５月３１日の遠足 伝大江時親邸見学 

  ★ 以上の学校行事への支援依頼は 学校・学校運営協議会から登録ボランテｲアに連絡されます。 

      

 

Ｔｏｐｉｃ 2  もうすぐ  ほっこり参番館 が誕生します 嬉しいですね！ 

Ｔｏｐｉｃ 3  コノミヤ前にバス停が！ ３月定例市議会で決定 

     Ｐ Ｔ
プロジェクトチーム

 活 動 ボランテｲア活動に関心のある方はリーダーにご連絡下さい！ 

 

 

毎年「河川を美しくする市民の会」が主体となって実施さ

れている「大和川水系の河川一斉清掃」に呼応して ３月５

日に当校区内を流れる「天見川」の一斉清掃を実施しました。 

参加者は約５０名で この活動を通して、既成市街地の石仏

地域・加賀田地域の住民と開発市街地の北青葉台・南青葉台

の住民が交流することができ 大変有意義でした。 

 

        

 

天見川の一斉清掃実行ＰＴ       ＰＴリーダー 西尾 電話 ６５－１０１５ 

    学校支援ボランテｲア増員ＰＴ    ＰＴリーダー 丸山 電話 ６２－３８７７ 

 



 

  昨年１２月～１月の２か月間 イルミネーション 

ツリーが話題になりましたが この春 花の季節を 

迎えて ふれあい花壇内にガーデン用テーブルセッ 

トを設けて高齢者の方に座って花を眺め楽しんで 

いただけるようにしました。 

右の写真は ４月９日「ほっこり弐番館」のオープン 

当日 来館された島田市長および社会福祉協議会の吉村 

会長が ふれあい花壇に来られた時のものです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

お花で街を飾りましょう！ＰＴ    ＰＴリーダー 伊澤 電話 ６５－０１３７ 

 

 

    第５回総会のご報告  

  新たに下の３団体が当会の構成団体会員となりました。 

これによってまちづくり活動に幅ができることでしょう。 

  ＊ 社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 

  ＊ 社会福祉法人 博光福祉会 寿里苑フルール 

  ＊ 株式会社 すまいる 

  今後さらに 大学や専門学校等の構成団体としての 

  加入や学生のインターンシップ等が進めば まちづく 

り活動が一層進展することでしょう。             
 

 

 

 

 

 

 

 

   人口動態 その他のデータ 

 

 

 

 

５月２１日に開催された当会の総会において 

まちづくり会構成団体会員が増員されました 

 

 
    夏から秋にかけての地域の催し 

 ７月２９日（土） 南青葉台盆踊り大会 

８月 ５日（土） 北青葉台サマーフェステｲバル  

８月２３日（水） 尾崎地域地蔵盆         

  ２４日（木） 石仏寺地蔵盆 

９月中旬     秋海棠観賞ウｵーキング 

１０月１４日（土）・１５日（日） 加賀田フェステｲバル 写真☞  

 
  

南青葉台 盆踊り大会      北青葉台サマーフェステイバル    北青葉台サマーフェステイバル 

    

秋海棠観賞ウオーク（写真 左から）スタート前の記念撮影 秋海棠 寺道さんの尺八演奏 川村さんのハーモニカ演奏 

 ※ 写真はすべて昨年のものです。 

    一昨年度の総会風景 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あとがき ５月に開催した総会で役員改選があり会長が交代しました。新旧会長の挨拶を掲載させていただきます。 

退任した丸山茂樹の挨拶 平成２５年に発足し手探り状態で進んできたまちづくり会も、課題の交通問題や高

齢化に対する方向性も見え始め、ひとつの区切りができた様に感じます。４年間地域の皆様にはご支援、ご協力

を頂き誠に有難うございました。今後も当まちづくり会に対し益々のご理解とご参加をお願いし退任の挨拶とさ

せて戴きます。 後任の亀井敬二の挨拶 丸山会長の後を受けて重責を感じています。超高齢・超少子核家族化社会

の到来によって急増している地域の課題を皆様とともに一つでも多く乗り越え、将来「この地を終の住処として良か

ったなあ」と思えることができるような活動成果を願っていることをお伝えし、就任の挨拶とさせていただきます。 

 

皆さまには ご理解賜り 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） 

発行部数：2,500 部  配布先：石仏小学校区内全戸・学校・公益活動諸団体  発行者：会長 亀井敬二 

  

 

河内長野市（受託事業） 

 中部包括支援センター 
 所在地：上田町１５５－５ 

  電 話：５５－３４５１ 

 

 高齢者の皆さんを支えるための拠点です。 

 お気軽にご相談下さい。相談無料 プライバシー厳守 

 困りごとができたら 先ず電話してください。 

 保健師 社会福祉士 主任ケアマネージャーが対応 

河内長野市社会福祉協議会 

 いきいきネット相談支援ｾﾝﾀｰ 

 所在地：加賀田公民館内 

 電 話：080-1457－1416 

 福祉に関するあらゆる相談に対応させていただきます。 

市からの受託事業 相談無料 プライバシー厳守 

困りごとができたら 先ず電話してください。 

ＣＳＷ（コミュニテｲ―・ソーシャル・ワーカー）が対応 

 
 

ようこそ当地にお越し下さいました。ところでご家族は何人でしょうか 

Ｋ  夫婦と子供（長男）の３人です。 

当地に転入されて来られたのは何年でしょうか。 

Ｋ   平成２８年６月です。 

   お勤め先は当市内でしょうか。 

Ｋ   堺市ですが 河内長野市での活動も準備中です。 

 当地にお住になろうと思われた主な理由をお教え願いますか。 

Ｋ  自然が多くて環境が素晴らしいこと 子供が小さいので住宅団地内の交通量が少ないという

点も考えました。このエリアは土地が広くて庭付きの一戸建てを持つという夢も叶えられ ゆ

ったり まったり スローライフが送れると思い この地に決めました。 

   お住になってみて 今どのように感じておられますか。 

Ｋ  引っ越す前の印象どおりで 公園の樹木や田園の風景 道端の花壇など緑に溢れていてすごく

気持ちが良い所です。夜空の星も本当に美しく空気が澄んでいることがよく判ります。 

   また 地域全体がとてもとても綺麗で 近所の方も親切な方ばかりで人の温もりを肌で感じています。 

   お話しをお聴きして大変うれしいです。当会への提言などお願いできますでしょうか。 

Ｋ  登下校の子供の見守りを地域でされており 子育て中の身としてとてもありがたいことです。 

   子供から高齢者まで幅広い世代にとって住みよいまちづくりができればいいなと思います。 

   そのほかお気づきになったことがありましたらお聴かせくださいませんでしょうか。 

Ｋ  三日市町駅から青葉台方面への路線バスの本数が少ない。特に２１時以降が少ない。 

   あと 高速道路へのアクセスが良くなればいいと思います。 

貴重なお話し ありがとうございました。 編集室 

   

 

 

わわわがががまままちちちににに転転転入入入しししてててこここららられれれたたた若若若いいいごごご家家家庭庭庭 ～紹介シリーズ～  

  子育て中の若いご家庭を紹介します。Ｋさん 転入おめでとうございます。大歓迎 ！！ 

 大変失礼ですが 私  ほっこりが質問させていただきます。 

 

 

知知知   っっっ   得得得   
 

ごごご存存存知知知でででしししょょょうううかかか   たたたよよよりりりににになななるるる   こここののの力力力ををを！！！   

  一人で悩まないで まず お気軽にお電話下さい。 

mailto:ishisyou14machizukuri@yahoo.co.jp

