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７月４日に三田学園の花房哲也先生による「オ
ンライン算数おもしろ講座」を楽しみました。
通常は各ご家庭でネット接続して個別にオンラインで参加してもら
うのですが、寺子屋では富士が丘コミセンでネット接続してできる
だけ多くの子どもたちに参加してもらおうと企画しました。当日は
新型コロナ対応で入室人員が制限されており、富士小の福井校長は
じめ多くの大人は会場の外からの見守りとなりました。

6月からコミセンの受付事務は、月・水・金・土の週４日となりまし
た。事務員の米田さん、柳井さん、隈元さんが交代で勤務していらっ
しゃいます。取材したところ、「いろんな人と顔見知りになれた。富
士が丘の人結構賑やか。団体間の交流もあるみたい」とのこと。ちな
みに現在よく利用されているのは、自治会。防災。民生委員。コミセ
ン委員会。各丁目班長会。まち協。ツツジ会。寺子屋、にっこり富士、
子ども教室や、卓球・詩吟・英語・習字などのサークルとのこと。

富士が丘コミセンの事務員さん

寺子屋で
『オンライ
ンこうみん
未来塾』

子どもたちからは「色ん
な数の呼び方や、その仕
組みが分かり楽しかっ
た！」校長先生からは、
「他の地域の子どもの発
表が聞けて刺激になった
と思う。オンラインなら
ではの良さが出ている」
との感想も。

寺子屋で
『オンライ

ンこうみん
未来塾』



会長 下浦 彰

2021年度コミセン委員会会長となりました３丁目の下浦です。

富士が丘に引っ越してきて27年になりますが、自治会活動にはほぼ無縁でした。
今回、抽選と持ち回りでコミセン委員会会長となりましたが、経験も知識もな
く手探りの状況です。

まち協の皆さんや自治会長会、地域の皆さんに助けていただきながら進めてい
きたいと考えていますので、よろしくお願いします。

4月には「緊急事態宣言」が発出されコミセンの閉館、利用制限をさせていただ
きましたが、三田市等の情報を得ることが遅れ、市民センター等の公共施設と
合わせることができず、コミセンで活動いただいている皆さんにご不便をおか
けすることになりました。

新型コロナウィルスのワクチン接種も始まり、少しは先が見えてきだした感じ
はしますが、今年度も新型コロナウィルス感染症の拡大防止を第一に考えるこ
とが求められると思っています。

例年10月に実施されている「富士が丘秋祭り」も中止と決定させてもらいまし
た。昨年に引き続き２年続きの「中止」となり残念ですが、ご理解をお願いし
ます。来年度に向けて「秋祭り」また「代わりの行事」について検討を進めて
いきますので、皆さんからアイデアやご提案をお聞かせいただければ助かりま
す。

また、富士が丘コミュニティセンターは、平成4年に完成し平成20年に改修が
実施されています。前回の改修から13年が経ち次の改修の時期を迎えます。改
修は、地域の皆さん、コミセンを利用されている皆さんのご意見・ご希望を可
能な限り取り入れることを念頭に計画を策定していきたいと考えています。近
日中に、各自治会等を通して「コミセン改修委員会（仮称）」にお手伝いいた
だける方を募らせていただきますので、関心のある方、建築や電気・水道・ガ
ス等の知識をお持ちの方のご協力をお待ちしています。

これからも「新型コロナウィルスとの闘い」「新型コロナウィルスとともに
（ウィズコロナ）」が続いていく中で、地域の皆さんがコミセンを更に活用し
ていただけるようにしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

皆さんからのご意見やご提案をお待ちしています。

新年度の自治会長・区長の紹介

1丁目：友田 竹子、 2丁目：石山 仁

3丁目：岡田 一夫、 4丁目：片岡 昇

5丁目：十河佳代子、 6丁目：岩橋 悦子

池尻区長：西中 一幸、上深田区長：大西 昭爾

新しい年度の
コミセン 富士が丘コミセン委員会だより

ご意見やご提案はコ
ミセン受付まで！
コミセン受付は、毎
週、月・水・金・土
の10～12、13～16
時半に開いてます。

ご協力をお願い
します！



コロナに備えて、学校を
消毒しています！
新型コロナウイルス感染予防のため、文部科学省
主導にて全国の学校で消毒作業が始まりました。
富士が丘では、まち協を中心に準備が進められ、
富士小学校、富士中学校、ひまわり特別支援学校
（小学部・中高部）において、昨年８月から住民
による消毒作業を実施中。 2021年度も 23 名参加。

学校関係者からは、「消毒作業の過重な負担が解
消し、教職員は非常に感謝しています！」との声。

日時： 令和３年 ８月 ２８日（土） 午後１時～３時

場所：富士が丘コミセン大会議室【密を避けるため指定時間制】

何をするの：✈手作(てづく)りのコックピット（航空(こうくう)シミュレーター）で飛
行機(ひこうき)の操縦(そうじゅう)体験(たいけん)にドキドキ・ワ
クワク

詳しくは：富士コミセンまで ☎ 079-550-1016 （月・水・金・土）

パイロットになって大空を飛ぼう！

こうみん未来塾の「放課後子ども夏期教室」だよ

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://t14.pimg.jp/010/957/554/1/10957554.jpg&imgrefurl=https://pixta.jp/tags/%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%8A%E6%A9%9F&docid=3G3WY3auKRBUsM&tbnid=9cmbaHjP6GL_DM:&vet=10ahUKEwiV5tONoN3UAhUHT7wKHW62D6M4ZBAzCDsoOTA5..i&w=450&h=356&bih=673&biw=1366&q=%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%8A%E6%A9%9F%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwiV5tONoN3UAhUHT7wKHW62D6M4ZBAzCDsoOTA5&iact=mrc&uact=8


「富士まち協」は、富士小校区にお住いの皆さ
んと地域で活動している団体のための協議会で
す。コロナ禍の中、広報誌「はーもにい」を1
年ぶりに編集しましした。この号では「地域の
団体」の活動を中心にしてみました。今後とも、
身近な話題をお寄せください。（HS）

〒669-1547三田市富士が丘2-18 コミセン内

電話：079-550-1016

富士が丘ポータルサイト：http://sanda-fujigaoka.com/

「はーもにぃ」編集責任者：まち協広報部長

メール：fujimachikyo20140511@hera.eonet.ne.jp

フラワータウン市民セン
ターでの全体会議

富士まち協、昨年度の決算

富士小校区まちづくり推進協議会

令和３年度（2021年） 第１回全体会議 【総会】が、６月３日にフラワータウン市民センター２階 視聴覚室
で開催されました。

構成団体の各代表の方々から、現状報告などがあり、またまち協の予算・決算と役員人事の承認がありました。

編集後記

[収入]

費目

地域交付金 1,582,000

自主財源 593,310

自主財源(入金） 179,794

収入合計 2,355,104

[支出]

交付金

賃金 878,000 873,000

報償費 71,400 71,400

旅費 0 0

需用費 167,289 140,159
役務費 120,091 120,091
委託料 0 0

使用料及び賃貸料 129,440 124,440
原材料費 0 0

備品購入費 0 0
その他 0 0

支出合計 1,366,220 1,329,090
[残金]

費目 決算額 交付金

3月末決算額 988,884 252,910

令和３年 ４月９日
富士小校区まちづくり推進協議会

令和２年度の会計に関する監査を、帳簿、預金通帳、証拠書類を中心に実施しました
結果、適切に処理されていることを認めます。

令和３年 ４月９日
会計監査

会 長 梶井　秀一郎
会 計 吉田　香織

西河　隆文

自主財源

735,974
（注２）交付金残金は三田市へ返納。自主財源のみ繰越。

以上の通りご報告します。

0
37,130

5,000  コミセン使用料

0
0

27,130  防災便り、広報紙、コピー代等

0  インターネット代、HP維持費等

0

5,000  事務員2名（4月～3月）・講習費

0  富士小アンケート参加粗品

0

費　目 決算額
内　訳

内容説明
自主財源

 前年度繰越金

 会長会（コミセン委員会より）普通預金利息

　＊　自主財源とは会費、補助金、収益金、寄付金など

（単位：円）

富士小校区まちづくり推進協議会　令和２年度（2020年） 会計報告

（単位：円）

決算額 内容説明

 交付金認許額

新年度のまち協役員（敬称略）

新年度は新たな
メンバーも加え
て頑張ります！

まち協役員 氏名 備考

1 会長 梶井　秀一郎 　まち協 前会長

2 副会長 出合　哲雄 　まちづくりｻｰｸﾙ 代表

3 副会長 友田　竹子 　自治会会長会会長

4 副会長 板東　　剛 　富士小PTA会長

5 事務局長 岩橋　幸一 　まち協前事務局長

6 広報部長 鈴木　英夫　 　まちかど教室代表

7 会計 山口　正治 　防災部会事務局長

8 事務局長 補佐 衣笠　善信 　まち協 前事務局

9 事務局 中條　みのり 　まち協 前事務局

10 事務局 林　　覚 　コミセン委員会前会長

11 会計監査 西河　隆文 　前臨時 会計監査


