みんなで作り上げ寺る︒
誕生しました1・

防災士が

支援・ご協力よろしくお願いします﹃

されました横山浩です今年度もご

き27年度米谷自治会の会長に指名

皆さんこんにちは︒昨年に引き続

思います︒特に﹁安心︑安全︑防災︑防

にやれることから行動に移したいと

しれませんが︑﹁いざ﹂というときの為

たちのできることは限られるかも

があちこちで起こっています︒わたし

防災の中心的存在としての活

見市さんには︑今後の地域

防災士として認定されました︒

機構の認定試験に合格され︑

谷自治会の見市晃さんが約
半年間の防災と普通救急な
どの講習を経て︑日本防災士

平成27年3月25日付で︑米

昨年は会長就任の初年度という

躍を大いに期待しています

共に考え︑行動できる自治会へ︒

ことで︑行き届かないところは多く

犯﹂は会員みんなで作り上げ︑守って
行くものだと思います︒市︑警察︑消
防︑まち協︑学校︑民生︑児童委︑ほか

の皆さんにご指導をいただき︑支え
られた1年でした︒今年の自治会活
関係団体とのつながりも大切にして

表

/ / )

様々な工夫がなされているのです⁚
薫

①羅葉の讃鯖

②瞑蘭鋳のシ国師飛乗ツ帯脂韓

5階にある映画館﹁シネ・ピピア﹂の

シートは︑全てネジを外せば背もたれ

施されています

が倒れ︑簡易ベッドになる設計が
③鰯舗階の塵蕃豊
艶鼎恭詰腹

東側駐車場上り口の荷捌き場に防

災センターがあり要員が在駐︑いざと

いう時に対応してくれます︒エレベー

ターが動かなくても階段で上層階に

行くことができます⁚

米谷自主防災会では︑この秋︑﹁ピピ

込んだ﹁防災ウオーキングイベント﹂を

アめふ1﹂の施設見学をコースに盛り

詳細は次号の﹁まめだより秋号(9月

計画しています参加者募集要項等の

ターにてお知らせいたします︒

1日発行)及び自治会掲示板ポス

闇蘭画街番襲い菅醗欒マップ強鰭

昨年9月に配布した﹁米谷自治会・

避難所マップ﹂見ながら実際に歩いてみ

て︑避難場所の確認や︑危険な箇所を
追話し︑避難情報の強化を図ると同時

ハイキングとしても楽しめる内容です

に︑地域住民同士の交流を深め︑さらに

コース案として︑米谷会館を出発し︑

間や︑シャワーやト

6階には広々と
した畳敷きの大広

が多いので希望者のみ)︒約4時間程

その後︑IRより北側の地域散策(坂

の職員の方の説明を受けながら見学︑

IRより南側の地域を散策︑ピピアめ

イレを備えた和室

度の行程を予定しています

ふ1へ︒バグダッドカフェで休憩後︑市

がありますっ

﹁轡薬の聞﹄

④盆4時間入場可能怒徳制

﹃予偏避難所﹄としてのピピアめふ音

きピアめふ1﹂には︑コープこうべを

はじめ︑銀行︑各種専門店や映画館の

シネ・ピピア市のサービスステーショ

ンなど︑おなじみの施設があり︑皆さん

もよく利用されていることでしょう︒

域防災センター(三木市)で開

実はこの﹁ピピアめふ1﹂には災害時

すべての自治会活動の判断基準

催される防災リーダー講習の
参加費用の一部を自治会から

本年度9月から兵庫県広

米谷自主防災会より
お知らせ

﹁変えていくべき習慣﹂︑﹁新しく取り

動の基本は﹁守っていくべき伝統﹂︑
いきたいと思います令

為になるのか﹂ということを重点に

は﹁その行動が自治会員の皆さんの

自治会員で地域防災に関心

﹃予備避難所﹄の最初に立ち寄るフ

組むべき課題﹂の3つの視点を会員
化︑深化させていきたいと思いますっ

の皆さんと共に考えながら更に進
置いています︒自治会の運営は自治
会役員︑組長︑斑長だけでやっても

がある方ならどなたでもご応

ロア︑4階にはキッチン設備の整った

津田 裕子

に﹁予備避難所﹂として利用できるよう︑

任3名)︑新組長‖名(留任1名)が

意味がありません︒皆さんのための

募いただけます︒︻問い合せ︼

副代表

援助します(定員2名)︒米谷

就任しました︒新鮮な視点で会員の

自治会です︒積極的な参加と建設

﹁食工房﹂や集会・会議室︑コミュニ

悦‑

至孝
洋界
功

新年度にあたり︑新役員3名(留

皆さんの声を聴き︑今までの当り前

090・5253・9219

メンバーで構成ざれます,

的なご意見をお聞かせください︒

※米谷会館運営委員会は前記役員の内、組長を除く

を見直すよい機会でもあります﹃
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会
計
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洞
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浩

会
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浜崎 史孝
問
顧
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最近︑﹁いままでの知識や技術や纏
験では予測のつかない災害や事故﹂

副会長 川畑
勲・瀧Iiiさとみ
会
計 瀧川さとみ
監
事 中谷 一三・前畑 智子

米谷の夏の風物詩︒今年もやります=

米替盆踊り大会

太櫨華同好会

太極剣のクラスです︒スト
レッチを半分︑剣を使って基本
味がある方はご一緒に!

功を中心に楽しく動きます︒興

あったか。

昨年大盛況だった﹃あの感動﹄を︑もう一度=⁚

ドリマミ☆ピア一一カオーケストラ
丁hank youコンサートⅡin米香会館

売布小学校音楽隊をきっかけに巡り会い︑
結成4年が経ちました︒子ども達の鍵盤ハー
モニカを大人が吹くとどんな音色かな?⁝
と︑いつも楽しく挑戦し続けています︒
おかげさまで大盛況だった昨年のコンサー
トに引き続き︑今年も練習拠占ぞある米谷会
地域の皆さまへの感謝の

園ご家庭皮
の目コ
で身簡
理ら=
パン
リロ
ッと
は単
ふ調
っく

鱒鮎の塩焼き

鮎(15 20肌位のもの)︑塩適量

率材料

10分︑じっくり焼く︒

華作り方(天然物の場合)
①鮎は洗わずに︑両面にまんべんなく
塩を振り︑尾と鰭に化粧塩を付ける︒
②魚焼きグリル(コンロ)で中火で5

図画堅固国

※養殖物の場合は︑焼く前に水洗いを
し︑表面のぬめりを取ります︒

立保存方法

冷凍庫へ︒食べ
る直前に出し︑

味が落ちます︒)

洗わずに凍った
まま焼きます︒
(解凍すると風

結果明治9年(1876)、米谷村にも稲谷

館で応援してくださる

前回好評だった﹁体験

㊥曜日・時間⁚月2回︑月曜日
午前10時00分 12時

の授業料⁚

【上手な食べ方】

気持ちを込めてドリマミ
サウンドをお届けします︒

がりましょうー・

年々盛り上がりを見せている米谷盆
踊り大会︒今年も多くの方のご参加をお
待ちしています︒みんなで大いに盛り上

(1カ月)100〇円(税込)

㊥指導者⁚林京子
の連絡先同

塵08〇・5327・5902

お知らせします︒)

①開催日 未定(後日︑回覧および自
治会掲示板ポスターにて
所

※一度見学されて︑よければご

④頭を持って引き抜く

次回は「資料にみえる稲谷小学校」です

③工ラを外し、尾を切る

小学区稲谷小学校が誕生する。校名は
式内社売布神社の森の名にちなんだ
のである。(園庭寺前住職月岡靖雄)

㌢ 翠 を∴㌢ 讐三 善∴‡ 重㌢ 憲政 筆写 ㌢ 言∴昔イ 手 薄 ㍗十 ㌢

著名な蘭学者、開明的官僚でもあっ
た初代県令の神田孝平は、小学校の建
設費や運営経費はすべて民費の負担
である事を考えると、当県では学区の
設立は難しいことを察し、あえて小学区
を決めなかったのである。そこで、県下
の村々が独自に適合して順次学区を設
定、明治6年末には160校が開校した。

コーナI﹂も実施します︒

53,760校創立を企画した。この「学制公

参加ください︒

となった。さて小学区の状況はどうで

当日は鍵盤ハーモニカを
是非ご持参ください︒
大人の方も大歓迎!

年「国民皆学」宣言と「学制公布」で、西洋
式の全国統一学校制度と義務教育制
度を実施した。学校行政はフランス的学
区制をとり、全国を8大学区に分け、各大
学区を32中学区、各中学区を210小学
区に細分し、1小学区に1小学校、全国で

魯09〇・5972・2153

埼玉二珊

となり、中学区は46区中、第23番中学区

3時10分閉幕

治4年(1871)、廃藩置県・文部省創設。翌

中国縦貫高架下公園
(青年団園長)津田和明

八大撃軽々食ノ借竺大祭部
攻正確黍地理荷造健也

蔀鶉蒜醜難

容違′分善政エスル走ノやシ

弱毒胃文璧裔偉
稼一大尊唾
東京∵朽

学制公布で、兵庫県は大坂府・京都
府・滋賀・奈良・堺・和歌山・豊岡・飾磨・
岡山・名東・高知各県と共に第3大学区

○開催日 平成27年7月20日(月・祝)
午後1時開場1時00分開演

倒幕後、明治政府は近代国家形成の
ため産業と教育の近代化を急いだ。明

㊥場

癌問い合せ

雨]重

本部トス

計二庸十購入接府

2,稲谷小学区稲谷小学校の誕生

米谷会館岡野

布」は、「徴兵令」・「地租改正」とあわせて
維新の三大改革といわれている。

○問い合せFA鞘&冊87・3727トd

1,学制公布

※ご来場者多数の場合は︑立見となる場合も
あります︒予めご了承ください︒

富崇嫉
譲凋欝布
弟谷小字

謀議
畿籠謙

露集大綱繁翰親軽妙

「イベントひるは」では、米谷会館をはじめ米谷自治会エリアでの催し物やお得な情報をひとあし
早くお届けします。また、米谷会館を利用しての各種教室の講師をしていただける方も募集中!
詳しくは各組の組長さん・班長さんまで。
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審 初夏の自治会活動報告 百態

福島︑栃木︑埼玉︑宮城県の放射能高
いるこども14名︑保護者4名が﹁第6回

線量地域(外で遊べない地域)に住んで
宝塚保養キャンプに参加しました︒3月
27日 00日(4日間/売布黙想の家)︑
3月31日 4月2日(3日間/小林西

春の鳥取ツア音
4月8目(水) 9日(木)

園田園田空調機械室改装

昭和56年(1981年)に米谷会館が

櫻真っ盛り
の鳥取方面に

てきた空調設備が務めを終えました︒

利用する皆さんに快適を環境を提供し

まず2階にあった旧設備を撤去・改装

誕生し34年間︑寒いときも︑暑いときも

米寿会20名が
1泊2目の社

し︑6月から8畳ほどの広さの新しい部

屋としてデビューしまま1階は来年3月

会見学旅行に
出かけまし

として︑いざという時のための防災資材︑

光院)で存分に宝塚を満喫し︑たくさん

た︒鳥取博物
館︑倉吉の古

非常食を備蓄する倉庫に使用予定です

皆で美味しく頂きました︒

会員のみなさんの﹁声﹂も

皆さん共に行動しましょう︒

を戦わせ︑それぞれの意見を
尊重しながら結論が出れば︑

新組長︑団体役員さんが誕生
しました︒個性を存分に発揮
していただいて喧々諾々議論

新しい年度を迎えて今年も

圃閣圃聞

完了︒全部屋個別対応となりました︒

頃に撤去・改装し︑米谷自治会防災基地

宝塚保養キャンプ実行委員会から自

い町並みなど

各部屋の空調は︑この度︑和室への取付

の笑顔で過ごしました︒

治会に感謝の気持ちを伝えられていま

を巡り︑宿泊
は﹁日本のハワイ﹂こと﹁羽合温泉﹂の東郷

湖湖上露天風呂で寛ぎました︒2日日

食後はフェルト布を組み合

ンプから支援を続けています)

満足顔のパワフル米寿会の皆さんです

の加西フラワーパークでの記念写真は

轍の圏の拶蜜騨
塁欒驚異塗謡躊・擦切

新緑の爽やかな
開催いたしました︒

頃︑母の日のつどいを

昼食は重ね折箱
のお弁当︒山菜を

自治会の皆さんと農会の皆さんでの

わせて可愛いポプリ入れ

しい﹁風﹂を吹かせましょう︒

たくさんお聞きして今年の新
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す︒(米谷自治会は2013年番のキャ

好天にも恵まれ︑ナビゲーターの案内

よろしく00数名の参加者が新緑の公園
や池︑川を巡りながら荒牧バラ公園まで
の道のりを約1時間︑魅力的なコースを
楽しみながらゆっくり歩きました︒

した︒参加者の交流に

約1万本のバラが
咲き乱れる公園で食
べるお弁当は格別で
も話の花が咲き︑楽し

色取りよく盛り合

一斉大掃除でした︒当日は天気にも恵

を作りました︒出来上がっ

い1日になりました︒

わせた惣菜にご飯
が見えないほど具

まれ︑早い方は朝7時00分頃からスター
ト︒初夏の陽差しを感じながら︑地域の

た作品を見る顔は皆若々

メールアドレス:mamedayori55@gmaiI.⊂Om

TEL&FAXO797‑87‑3727

沢山の贅沢をちら

皆さん一体で︑見違えるほど町がキレイ

しく感じられ︑楽しいひとときでした︒
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し寿司のご馳走︒参加者16名︑

になりました︒お疲れさまでした︒

と

