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～平成 28 年度 明峰コミュニティ推進協議会総会～
4 月 24 日 於：宝塚医療大学

来賓祝辞

川西市副市長：菅原康雄 さん

衆議院議員：大串正樹 さん

熊本震災犠牲者に黙とう

来賓の方々

―熊本地震に救援金 10 万円寄贈ー
当総会での募金の呼びかけに 27,551 円が集まりました
運営委員会で協議の結果
しました

会長

補充して川西市を通し救援金と

ご協力頂いたみなさん

ありがとうございました

横谷 弘務

川西市で一番明るく・住みやすい街へ（会長挨拶）
昨年度は新コミュニティ発足に伴う会則を明峰
地区の全所帯に配布し 「明峰ニュース」も全戸
配布に切りかえました

平成 27 年度の事業報告

明峰コミュニティの位置づけが明確になりまし
た

副会長
久馬 和之

これらのことによって

念願の事務所開設も実現し本年度は事務所

機能を充実強化し

他の地域に誇れる活気ある

住みやすい“明峰”を目指し奮闘してまいります
皆さんのご支援をよろしくお願いします

平成 28 年度の
事業計画を発表

副会長兼事務局長
森川 繁宏

総会報告
4 月 24 日 平成 28 年度の明峰コミュニティ推進協議会総会が開催され
事業報告・森川副会長から今年の事業計画が発表されました
刻みましたが

横谷会長の挨拶・久馬副会長から昨年の

前身のコミュニティは平成元年に発足し 26 年の歴史を

昨年より川西市の地域分権制度のもと新しい組織に移行し

新生コミュニティは 2 年目を迎えました

「コミュニティって何？」という疑問をお持ちの方もまだまだ多いようですが
諸問題や課題に

明峰コミュニティは明峰地区における

地域の諸団体・専門部会・役員が一体となって協議・連携・協力する組織となってまいります

私たちの暮らす明峰地区が新しい時代を切り開いていけるように

一層のご理解ご協力をお願いします

本年度の主な事業計画
1・「事務局」が発足し より円滑な運営へ
活動の拠点・情報の発信基地が出来たことにより

コミュニティ全体のよりスムースな運営実現に向ける

2・ホームページの開設
待望久しいネットの導入で 広報紙とともに情報発信が充実することや若い世代の参画も期待されます
1・「事務局」が発足し より円滑な運営へ
10 月オープンを目標に準備が進められる予定です
活動の拠点情報の発信基地が出来たことにより コミュニティ全体のよりスムースな運営が期待されます
3・住民の健康対策事業として「健康測定会」を開催
昨年・一昨年と大好評を博した企画です 今年は健康フェスティバルとは別に独立して開催 より一層
内容の充実に努め皆さんの健康志向の要望に応えます
4・グランドゴルフ大会の開催
誰もが気軽に参加できるスポーツとして未経験の方でも楽しんでいただけ運動不足解消まちがいなし！
スポーツクラブ 21 明峰のグランドゴルフクラブとの連携事業です
5・文化事業として「講演会」を開催
皆さんの興味や関心の高いテーマを選定し開催をします
6・明峰体育フェスティバル・文化祭・ハイキング・ゴルフ大会
すでに定着している行事ですが より多くの方に参加していただけるよう工夫と PR に努めます
７・福祉の向上に向けて
「安心サポート」
「福祉タクシー」等 福祉の向上に積極的に取り組みます
8・検討事項
① 住民の移動手段の利便性の向上：行政と連携して問題点の整理・具体的な検討を進めます
② 防犯カメラの設置：行政の取り組みと並行し検討中
③ 自治会の加入・脱退等の課題：自治会長による対策会議
④ 専門部会として子ども部会の設置：現在子ども会の有無や活動状況は自治会ごとに異なっています
明峰の子ども達が元気に活動できるよう今後の方向性を確認しながら検討委員会を設置していきます
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明峰コミュニティは明峰地区 8 つの地域の住民が中心になって運営しています
人口数は平成 28 年 3 月現在

明峰小・中・高で入学式
今春も桜咲く中 各校で恒例の入学式が行われました
明峰小学校の 121 名・明峰中学校の 157 名・明峰高校の 320 名の新一年生の皆さん おめでとう
明峰コミュニティの若きメンバーの成長を地域で見守っていきましょう

明峰小学校入学式

最近の犯罪発生状況
川西防犯協会明峰支部

今年に入ってから明峰地区で発生した犯罪の状況（1 月～4 月）は次のとおりです
1 月 18 日 萩原台西２（空き巣） 無施錠の掃き出し窓から侵入され物色されたが 被害なし
1 月 19 日 鴬が丘

（空き巣） 居間の掃き出し窓を破られ 室内を物色されたが 被害なし

1 月 19 日 鴬が丘

（空き巣） リビングの掃き出し窓を破られ 腕時計・貴金属を窃取される

1 月 20 日 湯山台２ （空き巣） 和室の掃き出し窓を破られ室内を物色されたが 被害なし
2 月 15 日 湯山台２ （車上荒らし）路上に止めた軽四貨物車内にあった預金通帳在中のバッグを窃取される
2 月 27 日 萩原台西１（窃盗）

自宅前路上に止めた無施錠の 50cc バイクが窃取される

3 月 12 日 南野坂１ （窃盗）

自宅敷地内に止めた自転車が窃取される

なお 夏になると“痴漢”が出没しますのでご注意ください （昨年 8 月には次の 3 件が発生）
南野坂２

昼間公園を散歩中の女性に男が下半身露出

湯山台１

帰宅中の女性に男が下半身露出

萩原台西１

深夜帰宅中の女性に男が後方から接近

あなたの家は大丈夫？

身体を触る

・・・・・・・・・・

< 診 断 >

―我が家の“安心度”自己判断―
大幅な改善を図りましょう

該当する□欄にレ印をつけて下さい

完全な無防備状態

１□ 数日間留守をする時にも近隣に声かけをしない

８～１０

２□ 門燈をつけないことが多い

一度家族で対策会議を開いて下さい

３□ 窓はクレセント錠のみで 補助錠がない

侵入されても仕方ない状態です
スキの多い家ですね

４□ 街灯は LDE に変わったが 家周辺が暗い

いつ狙われて

５□ 地域で防犯パトロールが実施されていない

３～７

６□ 庭木や塀で侵入しても外からは発見しづらい

引き続きご用心を

７□ 玄関の鍵は旧式のままである

言葉はありません
でも防犯に完全という

９□ 過去に空き巣被害にあったことがある

まずは安心

８□ 留守をする時にも ２階の雨戸を閉じ忘れることが多い

□の数が０～２

１０□ わが家は大丈夫だと思っている

「青パト」ドライバー緊急募集中！
川西防犯協会明峰支部

下校見守りメンバー募集中！
川西市教育委員会・明峰小学校

現在各自治会より派遣されたメンバーと有志によ

明峰小の生徒が安全に登下校できるよう各自治会

って運営していますが「青パト車」によるパトロー

のボランティアが見守りをしていますが

ルのドライバー不足が最大の課題となっています

集団登校と違い

巡回方法は「月 1 回・夕方 1 時間程度」を日替わ

メンバーを必要としています

りで８つの自治会を回っています

ご協力いただ

週 1 回程度

ける方は各自治会安全部または

石津支部長

（774-3515）までご連絡ください

朝の

分散しやすい下校時の見守りに

交通の要所で 30 分（任意の場所）

連絡先：明峰小学校事務局

坂部（757-8834）

もしくは当番中のメンバーにお声かけください

