
        

    

    

                                        

    

    

            

        

    

明明明明るい町づくりるい町づくりるい町づくりるい町づくり inininin 錦が丘錦が丘錦が丘錦が丘    

        会長会長会長会長        戸田戸田戸田戸田    和夫和夫和夫和夫    

  

平成 26 年３月１日(土)に、第６回錦が丘校区地域住民懇談会を開催しました。 

模造紙とフセンを利用したワークショップ形式で、「地域の課題」と「地域で取り

組めること・アイデア」を出し合いました。 

 

１.地域の課題 

о住民同士の交流がない   о役員の仕事を負担に感じてしまう  

о課題に取り組むための組織がない  о地域活動に対する住民意識が低い  

о役員のなり手がいない（高齢化している）  

оごみ出しのマナーが悪い（回収時にも荒れる） о通学路の道路が危険  

оひとり暮らし高齢者が増加している  о子どもの自転車のマナーが悪い  

о交番に警察官がいない о子ども会の会員数が減少している（親が加入したがら

ない）  о駅前が暗い・寂しい 

 

2.地域で取り組めること・アイデア 

оふれあい広場を活用し、集いの場をつくる о役員を公募する  

о組織を一体化する о学校・地域で県に街路灯設置のお願いをする  

о公園等の危険個所の草木をすっきりさせる  

о危険個所の調査をする（個別意見を聴く・話し合いの場をもつ）  

о自治会・民生児童委員と連携をとり、高齢者を皆で支える  

о自治会で高齢者の名簿を作成する  

о子ども会を自由参加から全員参加にするо自治会に取り込んでもらう  

о駅前周辺道路に花を植える 

 

今後も、「明るい町づくりｉｎ錦が丘」で検討を進めていく予定です。地域の課題

は地域住民の一人ひとりが意識し、力を合わせないと解決することはできません。錦

が丘校区を住みよい校区にするために、１人でも多くの方の参加をお待ちしていま

す！ 

住民懇談会について住民懇談会について住民懇談会について住民懇談会について    
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                                        あした葉あした葉あした葉あした葉休刊のお知らせ休刊のお知らせ休刊のお知らせ休刊のお知らせ 

錦が丘の町づくりが改変され、新たに町づくり組織がスタートいたします。

それに伴いコミセン広報誌として「あした葉」を発刊してまいりましたが、 

この号を持って休刊といたします。 

新たに『明るい町づくりｉｎ錦が丘』の広報誌として再スタートいたします。

足かけ 6 年に及ぶご愛読を感謝し、ここに休刊のお知らせといたします。 

    

                                    

  

錦が丘は静かな高台にある住宅街というイメージでしょう。山林が開発されてから

半世紀も過ぎると、ご多分にもれず住民は高齢化が進み、防犯防災医療介護等々老

後の生活に不安のない生活を望む様になりました。しかし少子高齢化がもたらす

様々な現象は既に始まり進んでいます。空き家、空き地が増え、一人暮らしが増え

ています。最近は高齢者のみならず４０代５０代の単身世帯も増え、また母子家庭

も増えています。未だかってなかったことです。 

 

「「「「 安全・安全・安全・安全・ 安心のまち」安心のまち」安心のまち」安心のまち」    

安心安全のまちというのは、単に地震や津波だけではありません。災害、病気、

事故、経済問題等々年齢や家庭環境に拘わらず求められています。 

高度成長期の税収の多い時代は、国や市の“公助”に多くを頼っていましたが、

千兆円もの膨大な借金を抱えてしまった昨今、公助は望むべくもなく、自助と共助

に頼らざるを得なくなりました。 

明石市の新２６年度市政方針は「子ども・地域・安全」をキイワードにうたって

います。わが錦が丘もこの四つのキイワードに変わりがありません。錦が丘の特性

を生かして、きめ細かく進めるべきでしょう。 

 

「自助・共助を基盤に」「自助・共助を基盤に」「自助・共助を基盤に」「自助・共助を基盤に」    

新しい年度を迎え、錦が丘として自助共助の精神をいろいろな角度から取り組み、

知恵を出し合って実行しなければならぬ平成２６年です。 

自助は各自が、適度な運動、健康的な食生活、いきいきした日常生活に努めると

ともに、生活環境に留意し、犯罪や事故に配慮し災害に備えましょう。しかし自助

のみではすべて補えきれません。複雑な現代社会では、お互いに情報交換し、不足

を補い、助け合う共助が欠かせません。 

住民福祉は、日常生活の場や地域活動の中で、住民同士の絆が大切な土壌基盤で

す。共助のきめ細かな道筋を探っていきましょう。 

（編集子） 

 

福祉のまち錦が丘福祉のまち錦が丘福祉のまち錦が丘福祉のまち錦が丘    



編集後記編集後記編集後記編集後記   新企画！！新企画！！新企画！！新企画！！ 

長く厳しかった冬が終わり水ぬるみ花咲き

鶯が鳴く４月です。“あした葉”でも皆さん

に感じた事、訴えたい事を出して戴こうと今

月から「呟き」の欄を設けました。明日の錦

が丘を少しイメージを入れてあなたの「呟

き」をお寄せください。 

140 文字 fax かメールでお送りください。 

  

  

 

 

 

 

 

季 節 だ よ り 

「「「「四季の味四季の味四季の味四季の味」」」」    

 

日本人は目で食事をするといわれ、

五感を持って四季の味を楽しむ。四季

の味とは「春は苦味、夏は酸味、秋は

辛味、冬は油味」である。季節ごとに

体が欲する味覚を見事に表現してい

る。 

また、日本料理の基本は五行説（自

然思想）からの五味・五色・五法から

成り立つとされる。 

五味とは「甘い・酸っぱい・辛い・

苦い・灌
かん

(塩辛さ)」であり、五色とは

「赤・青・黄・白・黒」である。 

そして五法とは料理方法のことであ

り、「生
なま

・焼く・煮る・揚げる・蒸す」

となる。 

更に懐石料理などで季節を演出する

のは旬の食材だけでなく、“つま”であ

り、“香り”である。 

山椒の若芽などはその代表格である

が、春はわらび・タラの芽・独活
う ど

・筍

など郷愁を誘うものが多い。 

春の山菜はアクが強く、決して子ど

も好みの味ではないが齢を重ねるごと

に、ほろ苦い思い出と共にお袋の味と     

結びついてくる。 

こ の 季 節 に 降 る 雨 は

「木の芽起こしの雨」と

呼ばれ、山菜達を育てる。 

（文 杉山） 

 

「笑う健康教室」「笑う健康教室」「笑う健康教室」「笑う健康教室」かかかからららら    

    

「面白くなくても笑いましょう」植田先生から

のお言葉でした。 

笑えば脳が活性化し、認知症の予防になるとし

て、終始笑いで手足、指、全身を動かし、歌も

交えて１時間半を過ごしました。 

おやっと思ったのはつくり笑いであっても健康

上の効果は変わらない。またつくり笑いは心か

らの笑いを誘うとのことで皆さん（４０人）ニ

コニコ先生に感謝。 

（はじめ） 

子どもに出会えば明るく元気に挨拶しよう子どもに出会えば明るく元気に挨拶しよう子どもに出会えば明るく元気に挨拶しよう子どもに出会えば明るく元気に挨拶しよう    

    

子どもが最近挨拶をしなくなったと聞くが、大

人同士でも同じことが言える。 

忙しい世の中になったものである。子どもに出

会えば大人の方から元気よく声を出した挨拶

をすれば子どもは必ず応えてくれる。 

子どもから何かを学ぼうとする姿勢があれば

子どもは素直で敏感なので大人に何でも、教え

てくれる。大人も気軽に子どもに声を掛け、何

かを学ぼうという習慣を身につけたいもので

ある。 

（あさみ） 

春の猫春の猫春の猫春の猫    

    

春の猫はうるさいし庭をひっ搔きまわすと

良き隣人達苦言を呈する。吾輩から申せば人間

様に問題ありだ。可愛がる時はいいが、都合が

悪くなるとポイ捨て。しかし親切な人がいて餌

をくれる。有難い存在だ。結果、子猫が増える。

そして猫の糞に怒り、鳴き声に腹を立てる。吾

輩には何の罪もない。しかし他方猫の命を大切

と私費を投じ去勢手術や動物愛護のＰＲに尽力

されている方もおられる事を忘れてはなるま

い。             （バーディ） 



  

  

  

 

 
第３３回第３３回第３３回第３３回シリーズシリーズシリーズシリーズ「「「「認知症認知症認知症認知症」」」」ⅡⅡⅡⅡ            

『『『『中止中止中止中止』』』』    

開催：４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日((((木木木木))))    11114444:00:00:00:00～～～～11115555::::30303030 

   錦が丘中央公園 ふれあい広場 

講師：薬剤師会    平崎 万夕美 氏 

『『『『未定未定未定未定』』』』    

開催：５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日((((木木木木))))    11114444:00:00:00:00～～～～11115555::::33330000 

   錦が丘中央公園 ふれあい広場 

講師：明石市総合安全対策局 

※※※※    時間が変更になっていますのでご注意くだ時間が変更になっていますのでご注意くだ時間が変更になっていますのでご注意くだ時間が変更になっていますのでご注意くだ

さい。さい。さい。さい。    

 

お申込・お問い合わせは 

      錦が丘小コミセンまで 

 ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：９４７９４７９４７９４７－－－－５７７７５７７７５７７７５７７７    

初心者向け初心者向け初心者向け初心者向けﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝ講習会講習会講習会講習会    

開催：① ４４４４月月月月１１１１００００日日日日    ((((木木木木))))    

ダウンロード  長尾 一二氏 

② ４４４４月月月月２２２２４４４４日日日日    ((((木木木木))))        

楽しいパソコン 谷本 輝子氏 

    ③ ５５５５月月月月８８８８日日日日    ((((木木木木))))        

ダウンロード  長尾 一二氏 

④ ５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日    ((((木木木木))))        

楽しいパソコン 谷本 輝子氏 

いずれもいずれもいずれもいずれも 15:0015:0015:0015:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

錦が丘小コミセン 多目的室  

※ノートパソコンはご持参ください。 

   お持ちでない方はご相談ください。 

歌声喫茶歌声喫茶歌声喫茶歌声喫茶    

開催：①４４４４月月月月１１１１６６６６日日日日((((水水水水))))    13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

童謡唱歌：さくら・おぼろ月夜 

懐 メ ロ：影を慕いて・いつでも夢を 

    明石昔話： 小式部内侍と祷りの松 

②５５５５月月月月２２２２１１１１日日日日((((水水水水))))    13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00 

童謡唱歌：鯉のぼり・茶摘 

    懐 メ ロ：幸せなら手をたたこう 

港町１３番地 

    明石昔話：魚住城と遍照寺 

場所：錦が丘中央公園 ふれあい広場 

 講師：櫻井 貴代子 氏 

健康体操健康体操健康体操健康体操    第第第第５５５５５５５５・・・・５５５５６６６６回回回回    

開催：① ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日((((火火火火) ) ) ) 14:0014:0014:0014:00～～～～15:3015:3015:3015:30    

            ② ５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日((((火火火火) ) ) ) 14:0014:0014:0014:00～～～～15:3015:3015:3015:30    

   錦が丘中央公園 ふれあい広場    

講師：神田 いそ代 氏 

定員：２０名 お申込みください 

 持ち物：汚れてもよいバスタオルまたは 

ヨガマット、飲み物、タオル等 

体操は健康のためです。事故の無いよ体操は健康のためです。事故の無いよ体操は健康のためです。事故の無いよ体操は健康のためです。事故の無いよう自分のう自分のう自分のう自分の

体調と相談しながら、無理せずやりましょう。体調と相談しながら、無理せずやりましょう。体調と相談しながら、無理せずやりましょう。体調と相談しながら、無理せずやりましょう。    

    

あしたあしたあしたあした葉葉葉葉のつどいのつどいのつどいのつどい    

～あした葉～あした葉～あした葉～あした葉の明日の明日の明日の明日を語る～を語る～を語る～を語る～    

開催：① ４４４４月月月月１１１１６６６６日日日日((((水水水水))))    15:3015:3015:3015:30～～～～17:0017:0017:0017:00    

錦が丘小コミセン 小会議室 

② ５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日((((水水水水))))    15:3015:3015:3015:30～～～～11117777:00:00:00:00 

         錦が丘小コミセン 小会議室 

より多くの方の参加をお待ちしています。 

歴史散歩歴史散歩歴史散歩歴史散歩    

４月・５月は未定です。 


