
かわにしの活動を

ご紹介します



県立家島体験センターで、リーダーとしての

基礎知識を身に付けました

～川西リーダー隊～

① 夏の隊キャンプ



県立奥猪名健康の郷で１年間の総まとめ ゲー

ムソングや野外調理などの知識・技術の確認

～川西リーダー隊～

② 年度末研修会



各福祉施設、地域コミュニティ・自治会等か

らの依頼により年十数回慰問演奏会を開催
～アンサンブルコバン～

③ 慰問演奏会



多田グリーンハイツ第二自治会館で「オータム

コンサート」と銘打ち定期演奏会を開催
～アンサンブルコパン～

④ 定期演奏会



７月末にプール開放が久代小学校で開催。延べ約

９００名の参加で盛り上がります。

～久代小学校区コミュニティ推進協議会～

⑤ プール開放



毎年１１月、子どもから大人まで総勢１００

名による歌や踊り、楽器の演奏を披露

～久代小学校区コミュニティ推進協議会～

⑥ カラオケ歌謡演芸大会



毎年五月山方面に子どもから高齢者まで多くの

方が参加
～久代小学校区コミュニティ推進協議会～

⑦ ハイキング



毎年２月に猪名川河川敷の清掃活動を実施。

総勢１００名の方々が参加。
～久代小学校区コミュニティ推進協議会～

⑧ 猪名川クリーンアップ作戦



毎年１０月にステージイベント、模擬店、

ニュースポーツなど盛大に開催
～加茂小学校区コミュニティ推進協議会～

⑨ 加茂まつり



市との共催でスタンプラリーを催し、竪穴住

居群等の史跡案内、火おこし体験の実施
～加茂小学校区コミュニティ推進協議会～

⑩ 加茂遺跡クラブの活動



三世代交流のサツマイモ苗植付け・雑草刈り・

収穫祭などを展開
～加茂小学校区コミュニティ推進協議会～

⑪ サツマイモ苗植付体験



高齢者のお楽しみ場所である、カフェ「憩い」の

運営や福祉活動を積極的に展開
～加茂小学校区コミュニティ推進協議会～

⑫ カフェ「憩い」



古地図を片手に古道のゴミ拾いをしながら地域の

史跡を巡るという散策会を毎年２月に実施
～加茂小学校区コミュニティ推進協議会～

⑬ 地域の歴史を訪ねてクリーンハイキング



毎年１０月に開催

平成３０年度で６４回を数える
～川西小学校区コミュニティ推進協議会～

⑭ 市民体育祭



毎年１１月に実施。子どもから高齢者まで幅広い層の参

加があり、６種目を順番に計測しています
～川西小学校区コミュニティ推進協議会～

⑮ 健康体力測定



９地区の会場で定期的に開催。食事会や脳トレ

など高齢者の交流を深めあっています

～川西小学校区コミュニティ推進協議会～

⑯ ふれあいサロン



毎年８月に、２日間の日程で開催。川西幼稚園

の園児たちが盆踊りを盛り上げます
～川西小学校区コミュニティ推進協議会～

⑰ 夏祭り



毎年８月に実施。盆踊りのほか和太鼓の演奏もあり、

約１，５００人の親子が来場
～桜小コミュニティ推進協議会～

⑱ ふるさと祭盆踊り大会



春休み・夏休みの期間中、小学校の図書室やコミュ

ニティ室を利用した見守り活動を実施
～桜小コミュニティ推進協議会～

⑲ 夏休みの図書室開放



子どもから高齢者まで参加し、約５kmのハイキング。

ゴールでは豚汁が振る舞われる楽しみなイベント
～桜小コミュニティ推進協議会～

⑳ みんなで歩こう会



地域交流室「さくら」を拠点に会費制の「ワンコインパー

ティ」やパソコン教室、フォークダンスなど活発な活動を

展開
～桜小コミュニティ推進協議会～

㉑ カフェさくら



例年７月末の土曜日に地域住民全員を対象に多くの模擬

店や盆踊りなど盛大に開催
～川西北コミュニティ連絡協議会～

㉒ 盆踊り大会



スタート時は「男の料理教室」でしたが、女性も参加

し名称も変更。地域内の料理自慢の方が講師です
～川西北コミュニティ連絡協議会～

㉓ 熟年料理教室



定期的に兵庫県広域防災センターへ視察に行き、起

震車に乗るなどして地震の恐ろしさを体験
～川西北コミュニティ連絡協議会～

㉔ 自主防災会研修



毎週第２水曜日に、認知症予防効果のあるトリゴネリン

コーヒーを飲みながらカラオケなどを実施
～川西北コミュニティ連絡協議会～

㉕ 物忘れカフェ



太鼓などの演技や親子競技、地区対抗競技などを実施。

模擬店が数多く出店し、健康測定会も実施
～明峰コミュニティ推進協議会～

㉖ 明峰フェスティバル



地域住民の健康増進のため、毎年実施。宝塚の最明

寺滝や池田五月山などを歩きます
～明峰コミュニティ推進協議会～

㉗ 健康ハイキング



ホームページを平成２８年に立ち上げ、三世代を対象とし、

構成団体の紹介や地域の魅力を発信

～明峰コミュニティ推進協議会～

㉘ 明峰コミュニティHP



コミュニティ全体事業として位置付け、役割分担を

図り、協力し、工夫を凝らして盛大に開催
～多田小学校区コミュニティ推進協議会～

㉙ 多田ふれあい運動会



作品展示、模擬店、スポーツフェスティバル、多田中学

校のブラスバンド演奏など、多くの来場者で賑わってい

ます
～多田小学校区コミュニティ推進協議会～

㉚ 多田文化祭



‘多世代が交流できるまちプロジェクトʼの一環として、多

田小学校の児童が多田漁業組合の協力で猪名川放流体験

～多田小学校区コミュニティ推進協議会～

㉛ アユの稚魚放流体験



民間の家を借り上げ、日曜カフェの開催、篠笛、ハーモ

ニカ、ダーツ、絵手紙などのサークルの教室として貸出
～多田東コミュニティ協議会～

㉜ 多田東まちづくりプラザ「しゃらりん」



第１・３木曜日に、子どもも大人も自由に食べにいける

子ども食堂（カレーライス）をオープン
～多田東コミュニティ協議会～

㉝ 子ども食堂



例年、多田東会館や児童公園において、消防職員による

救急救命講習会や初期消火訓練を開催

～多田東コミュニティ協議会～

㉞ 初期消火訓練



多田東小学校の全校生が参加して出発式を盛大に開催

児童の下校時に合わせて、巡回活動をほぼ毎日実施

～多田東コミュニティ協議会～

㉟ 青パト出発式



例年、多田東小学校の校庭において、お母さんやおばあ

ちゃんの指導の下、お餅のつき方を教えてもらいます

～多田東コミュニティ協議会～

㊱ 三世代ふれあい広場



毎年１２月、地区福祉委員会がPTAほかコミュニティ協

議会構成団体の協力で開催
～緑台・陽明コミュニティ協議会～

㊲ もちつき大会



毎年８月上旬、多田グリーンハイツ自治会を中心に運営

も地域の力結集して開催されます
～緑台・陽明コミュニティ協議会～

㊳ サマーカーニバル



高齢者のお買い物支援を行うため、２コースを一日４便

で巡回運行し、送迎を実施
～緑台・陽明コミュニティ協議会～

㊴ お出かけ支援



地域で⾧く続いている催しで、毎年親子孫三世代で参加

されている方もおられます
～清和台地区コミュニティ推進協議会～

㊵ さくら祭り



三世代交流居場所づくりとして実施。地元産の竹、総延

⾧約２０ｍに子どもたちは大喜び

～清和台地区コミュニティ推進協議会～

㊶ 流しそうめん



毎年７月末の土・日に開催。盆踊りや夜店で賑わいます。

元気な子どもたちが、神輿を担ぎ練り歩きます

～清和台地区コミュニティ推進協議会～

㊷ 納涼祭



例年秋に開催。力作が並ぶ展示コーナー、発表会場では

部活練習の成果を迫力溢れる演奏の披露

～清和台地区コミュニティ推進協議会～

㊸ 文化祭



平成２９年度のコミュニティチャレンジ事業としての新

規事業で、おもろ座の活用と多世代交流、次世代の育成

に繋げようと実施

～けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会～

㊹ 野外フェス・おもろシネマ



子どもお茶席、子ども手話教室、子ども餅つき大会や、

子ども神輿もあり盛り上がります

～けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会～

㊺ 文化祭



介護予防教室（月２回）男性の参加も増え、宣伝し続

けた結果、人が人を呼び、今や超満員状態です

～けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会～

㊻ ヘルスアップ教室



交流会館を利用し、月に２回ボランティアによる美味

しい手料理に参加者は大満足です

～けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会～

㊼ 和～なごみ～



毎年７月下旬にコミュニティ主催で開催しヨーヨー釣り

などのゲームに加え、出店の飲食できるテントも並び、

家族づれで大賑わい

～東谷小学校区コミュニティ推進協議会～

㊽ 東谷ミニ夏まつり



生産者やコミュニティなどで構成する実行委員会で企画

されコミュニティ主催で、開催します。採れたての旬の

地元野菜が販売され、餅つきも行われます

～東谷小学校区コミュニティ推進協議会～

㊾ 東谷収穫祭



２０の自治会と各種団体で構成された実行委員会を設

けて開催し、誰もが気軽に参加できる競技の工夫を毎

年行っています

～東谷小学校区コミュニティ推進協議会～

㊿ 東谷市民体育祭



年末の約３０日間大和の街の夜を彩る催しは、阪神・

淡路大震災の後から始まりました。コンサートやおで

んなどの販売も行われ年々盛大になっています

～牧の台小学校区コミュニティ推進協議会～

51 夢ナリエ



自治会や地区福祉委員会、大和子ども会が合同で実施し

ている催しで、しめ縄、書初めなどと一緒に点火され、

家族の健康と幸運を願う新春のお楽しみ行事です

～牧の台小学校区コミュニティ推進協議会～

5２ 新春とんど大会



自治会との共催で書道、生け花などの作品展示、ステージ

では迫力満点の演奏や演技が披露され会場は拍手喝采です

～牧の台小学校区コミュニティ推進協議会～

5３ 大和文化祭



地域住民にもっと公園を活用してもらおうと、アウトドア

リビングとしてハワイアンピクニック、ランチピクニック

など楽しいイベントを公園内で順次開催

～北陵小学校区コミュニティ推進協議会～

5４ ハワイアンピクニック



地域別計画の重点事業として「美山池遊園プロジェク

ト」で定期的にイベントを開催し、イベントに合わせて

本格的コーヒーが楽しめるスマイルカフェをオープン

～北陵小学校区コミュニティ推進協議会～

5５ スマイルカフェ



毎年秋に、コミュニティ主催で開催

人気競技のパン食い競争は、約３００個のパンがなく

なるほど、多くの参加者で盛り上がります
～北陵小学校区コミュニティ推進協議会～

5６ 北陵体育祭



学校の吹奏楽部や、アマ・プロの演奏家を招き、野外

ステージで秋の虫の声を聴きながら、音楽に親しむ恒

例行事となっています

～北陵小学校区コミュニティ推進協議会～

57 虫の声と音楽の夕べ



鳴子を両手に毎月２回の練習を楽しんでいます

～スマイル～

5８ よさこいソーラン



育てにくい、発達凸凹、学習が苦手など。今困ってい

る！話を聴いて！に寄り添います

～Medical * コンシェルジュ～

5９ 親子でアロマタッチケア



育てにくい、発達凸凹、学習が苦手など。今困ってい

る！話を聴いて！に寄り添います
～Medical * コンシェルジュ～

60 発達の困りごと



シャンテ川西の一階にあり、心の病を抱えながら地域

で生きる人の支援を行っています。内職作業や自主製

品の製作で得た収入はメンバーさんの工賃になります
～NPO法人 あいらんど～

61 地域活動支援センター あいらんど



本年9月に岸里・大フィル会館にて開催された

「おたまじゃくし音楽祭」の写真です

～コーロ・コンパーノ～

62 おたまじゃくし音楽祭



昨年の大和文化祭でのステージ写真です。依頼

されれば介護施設等、どこにでも行きます

～コーロ・コンパーノ～

63 大和文化祭



子どもも大人も楽しく、より美しい文字を目指

してペンと筆ペン（児童は硬筆）を練習中

～ペン習字研究会～

64 ペン習字



会友のビデオ映像作品（５分程度）を上映し作品

の狙い構成などを説明し意見を求めています
～映像を楽しむ会（映楽会）～

65 月例会の様子



描いた風景画や静物画、人物画を「ギャラリーかわ

にし」で峰美会展に出品します
～絵画クラブ峰美会～

66 スケッチ風景



描いた風景画や静物画、人物画を「ギャラリーか

わにし」で峰美会展に出品します
～絵画クラブ峰美会～

67 絵画展



動物園等への楽しい写生会や文化祭、各種コン

クールの出展を行っています

～（こども）お絵描きグループ～

68 明峰公民館（こども）お絵描きグループ文化祭



動物園等への楽しい写生会や文化祭、各種コン

クールの出展を行っています
～（こども）お絵描きグループ～

69 明峰公民館（こども）お絵描きグループ文化祭



毎年多田公民館文化祭では、会員の川柳をパネル

展示で発表しています

～川西柳人会～

70 多田公民館文化祭



平成３０年１０月「真実一路のマーチ」の曲に

のって、旗を使った体操を発表しています
～大和体操サークル～

71 大和体育祭



毎年楽しみにし、選曲から練習、服装等々、先生

のご指示のもと、ここぞと歌っています

～喜楽唱歌愛好会～

72 文化のつどい発表会



第４４回大和文化祭で、牧の台みどりこども園の

園児と手を繋いで入場しコーラスを楽しみました

～大和友愛クラブ・コーラス友愛～

73 園児と合唱



毎年沢山の会員さんと賑やかに日帰り研修旅行をし

ています。（写真は滋賀県 ミシガンクルーズ）

～特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会～

74 日帰り研修旅行



川西市総合体育館で、先生の指導を受け音楽に合わせ

体を動かしたり、体操して気分転換しています

～特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会～

75 体操教室



地域生活支援たきやまにて、いろいろな訓練や余暇を

楽しんでいます
～特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会～

76 生活介護活動



久代ハウスにて、障がいのある方が住み慣れた川西

市で仲間と共同生活をおくっています
～特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会～

77 グループホーム



78 活動内容

～よいこクラブ～

絵具でお絵かき、

親子料理、おゆうぎ、

クリスマス会、交通

安全指導をしていま

す



「こどもパフォーマー」が自分の得意なことを教えて

います
～はなまるクラブ～

79 きょうえん 感謝祭をはじめよう



公民館の職員の方にご協力いただき、トリック

オア トリートをしています

～はなまるクラブ～

80 ハロウィン 英語でお菓子作り



兵庫県国際交流員からドットペインティングを教

わっています
～はなまるクラブ～

81 子どもインターナショナルデー



未就学児や大人に読み聞かせボランティアをしています

～はなまるクラブ～

82 こども語りべ



ふるさとづくり青年隊事業を行う「猪名寺自治会」との

交流及び今後の活動改善のための勉強会をしています
～はなまるクラブ～

83 交流及び勉強会



４月２２日、アステ市民プラザにおいて癒しのイベ

ントとして開催しました

～NPO法人 虹の架け橋～

84 心安らぐ癒しのイベント



８月１９日、川西市男女参画センターにおいて開

催しました

～NPO法人 虹の架け橋～

85 絵本セラピー



毎年３月、人形劇フェス「としょかんライオン」

公演後の様子

～劇団くりの木～

86 東谷公民館人形劇フェス



毎年１１月、公演「だってだってのおばあさん」の

公演の様子
～劇団くりの木～

87 かわにし子育てフェスティバル



明峰公民館にて、コーラス発表後

～コーラスグループ“SUNSUN”～

88 明峰文化祭



89 南京玉すだれ民謡シリーズ

大和文化祭にて、南京玉すだれ民謡シリーズを演じまし

た。マジックだけでなく色々な物に挑戦しております

～大和はてな手品クラブ～



作った料理を会食し、今日の料理の反省会もします。

～男性料理教室～

90 手料理の会食、反省会



明峰文化祭作品展への出品は、会員にとって一大イベ

ント、作品展示を終えた会員たちです。

～明峰パソコン同好会～

91 明峰文化祭の前日、作品展示を終えた会員たち



スカウトのご家族やお

友達と一緒に歩いて自

然と触れ合いながら親

睦を深めます

～ガールスカウト兵庫県第27団～

92 ファミリーハイキング



自然の中で、テントを立てたり自炊生活を通じて仲

間と協力する事の大切さを学びます
～ガールスカウト兵庫県第２７団～

93 キャンプ



出初式のプラカード行進をしたり、源氏祭りなど地域行

事のお手伝いを行っています

94 地域行事への参加

～ガールスカウト兵庫県第２７団～



世界の現状を学び、

自分達に出来ること

を考えて募金活動な

どの行動に移します

～ガールスカウト兵庫県第27団～

95 募金活動



504曲収録の歌集からお好きな歌をリクエスト頂き

客席の皆さんと一緒に歌います
～NPO法人おとのは～

96 みんなで歌う音楽会 歌門来福！



子ども達が一緒に童謡・唱歌を歌うことで自然と美

しい日本語を覚えられます
～NPO法人おとのは～

97 うたじぞう 幼稚園！



プロの音楽家によるカリキュラムで懐かしい歌

をみんなで歌います

～NPO法人おとのは～

98 うたの会 高齢者施設



けん玉を通じて健やかな心身作りを目指し、川西でギ

ネスに挑戦を目標にしています
～NPO法人おとのは～

99 川西けん玉部 ギネス狙います！



輪になって、唱歌や童謡を歌いながら、手や腕を使って

楽しく脳トレゲームをしています

～認知症予防ケアグループきらら～

100 スリーA脳トレゲームきららサロン


