口
人

７，４６６人
世帯数

日に平成

及び

専門組織の責任者が出席し、平成

案などが原案どおり承認されました。

年度活動計画案、収支予算

変わってきました。ＵＲ都市機構跡地

五常校区の環境はここ数年で大きく

をいただきありがとうございました。

常夏祭り」などの「五常の四季を楽し

継続している「あいさつ運動」や、
「五

とのつながりが重要です。ここ数年来

会長 野々村 亘

五常校区コミュニティ協議会

校区を作っていきましょう。

みなさんと一緒に安心して住める五常

は防犯にも役立っています。
引き続き、

また、挨拶を交わす地域の人々の姿

むイベント」は、地域の皆さんが知り

となってきます。

専門組織や自治会との連携が一層重要

おり、
地域の対応が求められるようで、

加を促す仕組みが導入されようとして

今年度から介護予防に地域住民の参

な課題があります。

ます。これに伴い防犯や交通など様々

の開発が進み、戸建て住宅の建築工事

このような活動のためには、人と人

平成29年6月現在

合うキッカケとなります。

年度の総会に多数のご出席

３，０６４世帯

自治会（理事会）

年度総会を五常小学

年度五常校区コミュニティ協議会総会

校区の安全安心は絆（きずな）づくりから
平成
五常校区コミュニティ協議会は４月
29

校体育館２階会議室で開催しました。委任状を含む

23

や有恵会新病院の建設工事が続いてい

平成

24

29

平成

年度活動方針

年年度事業計画

回五常夏祭り ( 日 )

９月 合同会議、防災会議、秋の全国

８月 防犯夏期パトロール

第

７月 合同会議（自治部会・専門部会）

６月 防災研修会、広報紙発行

修会

５月 自治会・専門組織責任者合同研

４月 第８回煙突山桜祭り ( 日 、)
総会、春の全国交通安全運動

平成

３ 地域力向上のための人材育成

交通問題への対応

２ 地域の再開発に伴う環境問題及び

まちづくり

１ 五常の四季を楽しみ、安心安全な

29

交通安全運動、広報紙発行

月 第９回五常文化祭 ( 日 )

月 合同会議、美化運動推進月間

回とんど祭り ( 日 )

回防災フェス ( 日 )

合同会議、防災会議、広報紙

第

広報紙発行

月 防災会議、防犯歳末パトロール

１月

２月

第

２～３面は「スズメバチ対策」特集

10

12 11

29

14

25
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28

15

編集発行
コミュニティ
協議会
広報委員会

29

２

22

17
29

29
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平成

年度

野々村 亘

コミュニティ協議会役員
会 長

会 計
磯部 智子

粟野 恵美子

副会長
上野 精順 行(事担当 )
副会長
山口 楠夫 安(全部会 )
副会長
倉 洋子 青(少年部会 )
副会長
宮路 美佐 福(祉部会 )
事務局長 光岡 和彦 広(報委員長 )
書 記
岡田

満

書 記

会計監査 森川 茂、山内 佳与子
大槻哲也元市議会議長

６月初旬に「今の
うちにスズメバチ対
策を」と解説するテ
レビ番組がありまし
月に

た。ハチによる被害
は ８月 から

年の
人（厚労省

集中し、平成
死者は

の人口動態統計によ
る）
、
今年も要注意と
のことです。
都市部で怖いのは

いて新女王バチが羽化し、２週間後に

巣を離れます。交尾をすませた新女王

バチだけが越冬場所に移動し、冬を越

します。

今年はなぜ危ないの？

５月の気温が高かったからです。気

温が低いと女王蜂バチが死ぬことが多

いのですが、今年は生き残った数が多

～

度に保つ必要があ

いと推定されます。幼虫を育てる巣の

中の温度を

るため、女王バチは胸の筋肉を震わせ

て熱を発して、適温を保ちます。

ところが、今年は気温が高かったた

め、女王バチの負担が軽減され、卵を

産みやすく、働きバチの数が増え、巣

が巨大化する恐れがあるのです。

２～３面は「スズメバチ対策」特集

オスズメバチなど７
種類ですが、住宅地
でも問題になってい
るのはキイロスズメ
バチです。体長２セ
ンチ程度ですが、攻
撃性が強く凶暴です。
キイロスズメバチにとって、家屋は
巣をつくるために都合がよく、生ゴミ
やジュースの残り物が栄養豊富なエサ
となります。天敵のオオスズメバチが
都市域では少ないため、住宅地はまる
で天国です。
スズメバチの一生
スズメバチは１年限りです。
春先に冬眠から覚めた越冬女王バチ
が一匹で巣づくりをはじめ、
６月中旬頃に３～４匹の働き
バチが生まれます。働きバチ
は巣を大きくし、餌を集め、
働きバチが増えると巣は急速
に大きくなります。
８月頃には３百～４百匹、

12月～3月
（越冬期）

９月には６百～７百匹、 月

32

8月～10月
頃（最盛期）
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30

7月～8月頃

キイロスズメバチ

になると千匹にもなります。

6月頃

1)

日本の在来種の大

月下旬に雄バチ、続

5月頃

27 10

平成 29 年度予算概要（円）
顧 問

野村生代市議会議員
林元隆司五常小学校校長

９～

スズメ バ チの 生活 史

（東京都の HP から引用）

4月頃

越冬した新女王蜂が目覚め、樹液
や花蜜をなめ、体力の回復を図
り、巣作りの場所を探す
女王蜂が一匹で巣作り・産卵・幼
虫の世話
働き蜂が数匹生まれ、女王蜂と共
同で巣作り・幼虫の世話
働き蜂が増え、女王蜂は産卵に
専念
巣が大きくなり、働き蜂がどんどん
増える。巣の防衛本能が強まり、
近づくと攻撃される
新女王蜂と雄蜂が数匹生まれ、巣
を出て交尾。働き蜂の活動も穏や
かになる
新女王蜂のみが越冬（巣の外）。
その他の蜂は全て死滅し、巣は空
になる。この巣は翌年は使われな
い

11月頃

10

自主防災活動
小地域ネットワーク2)
特別積立、予備費等
合
計

型のスズメバチはオ

10

予算 金額
1,330,000
(1,000,000)
(350,000)
250,000
200,000
70,000
340,000
377,000
500,000
49,127
3,13 6,1 27

今年の秋はスズメバチの活発な活動が心配

支出 科目
事業費
夏祭り
とんど祭り他
広報費
安全部門活動費
備品購入費
事務費、研修費等

スズメバチにご注意を！

予算 金額
1,177,600
(477,600)
(200,000)
(500,000)
500,000
300,000
43,000
900,000
165,527
50,000
3,13 6,1 27

29

収入 科目
枚方市補助金
基礎額
自主防災
小地域ネットワーク
コミュニティ活動費
安全部門活動費
その他の補助・助成金
事業収入(夏祭り売上)
前年度繰越金
雑収入(研修参加費等)
合
計

24
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1）自主防災会、2）校区福祉委員会へ支出

どんな場所に巣をつくるの

外と注意が必要なのは、植木鉢で、庭

多いのは住宅の軒下、天井裏です。意

など）のどちらでも巣をつくります。

れた空間（天井裏、床下、雨戸の戸袋

（橋の下、軒下、木の枝など）
、閉鎖さ

キイロスズメバチは開放された空間

ます。落ち着いて静かに後ずさりして

して人にまとわりつくように飛んでき

の周辺２～３メートルでもハチが警戒

は門番のハチが飛び回っています。巣

りません。８月頃になると巣の周りに

攻撃を仕掛けてくることはほとんどあ

ハチはこちらから刺激しなければ、

刺されないようにするために

で逆さにしておくと、その中に入って

れがキッカケで、働きバチが一斉に巣

とみなされ、針先から毒液を噴射。こ

で払いのけるようなことをすると、敵

巣から離れます。このとき、思わず手

キイロスズメバチの巣の場所（白老町の HP から引用）

巣を作ることがあります。
今のうちに、家の周りなどをチェッ

クし、巣をみつけたら、小さい場合で

も、保健所などに相談しましょう。

ただし、樹液に集まるオオスズメバ
チは例外で、餌場に対する縄張り意識

全な所に停車して、窓を全部開ければ

から飛び出し、黒いものや動くものに
が強く、近づきすぎると攻撃してくる
攻撃を仕掛けてきます。
ことがあります。かぶと虫やクワガタ
白っぽい長袖を着て、肌の露出を少
取りの時には十分に注意が必要です。
なくします。頭は攻撃を受けやすいの
運転中の車内に入ってきたときも、
で白っぽい帽子をかぶって保護します。 ハチに触らなければ刺されません。安
香水やヘアスプレーなどもスズメバチ
を刺激する成分が入っている可能性が

そのうち出ていきます。運転中にパニ
ックにならないように落ち着いて対応
しましょう。
万が一 刺されたら
もし刺されてしまったら、別のハチ
が次々と攻撃してくるかもしれないの
で、一刻も早くその場から離れます。

キイロスズメバチの巣(東京都の HP から引用)

次に刺された箇所を指で強くつまむと、

毒が血液と一緒に針穴から体外へ出て

くるので、冷たい流水で洗い流し、毒

を体外へ排出します。アンモニアを使

ってはいけません。

口で吸い出す方法は、口内の傷から

毒が体内に入り込む可能性があるので、

避ける方が無難です。毒を吸い出す装

置（ポイズンリムーバー）が市販され

ています。野外活動の際には携帯して

いると安心です。

身体にじん麻疹が出る、呼吸が苦し

い、メマイなどの全身症状が出た場合

は危険です。一刻も早く治療が必要で

すので、救急車を呼んでください。

過去に刺されたことがある人は特に

危険です。人によっては体内にできた

抗体が、ハチ毒と過剰に反応して、ア

レルギー症状を引き起し、最悪の場合

は窒息死します。病院（アレルギー内

科や皮膚科など）でハチ毒アレルギー

検査をしてもらえます。

本格的な活動シーズンを前に、早め

に対策をとってスズメバチ被害を防ぎ

ましょう。

（この記事は「都市のスズメバチ」を

から引用しました。
）

参考に作成し、画像は東京都及び、北

海道白老町の

２～３面は「スズメバチ対策」特集
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あるので要注意です。
ハチと「ハチ合せ」したら
ハチを刺激しないことです。キイロ
スズメバチは弁当やジュースなどを目
当てに近寄ってくることがあります。
このような場合でも強く手を振ったり
せず、
「そおーっ」とはらいます。

HP
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花より景色
にしたイベントで、今年で第８回目の

の眺望、戦争遺跡の煙突見学をセット

協力を得て、児童が楽しみ健やかな成

の学校休業日に、地域の団体や人材の

五常子どもいきいき広場は、土曜日

前中に１年生から６年

月第２～４土曜日の午

夏休みなどを除く毎

としています。

間性を育むことを目的

交流の中で、豊かな人

事業です。子ども達に地域の大人との

長に役立つプログラムを実施している

開催です。
ったことから、今年は一週早めて４月

日）は落花盛ん状態だ

五常の四季を楽しむ春の行事「煙突
２日に開催しましたが、
残念ながら
「桜

昨年（４月

山桜まつり」を枚方市人権政策室主催
未だ開花せず」でした。天気には恵ま

第８回 煙突山桜まつり

の「妙見山の煙突見学会」と同時開催

随一の見晴らしを楽しみました。

みに続く枚方市が一望できる五常校区

れ、６百人以上の参加者が交野の山並

しました。海抜

は戦前に砲弾を作っていた旧陸軍香里
年頃に建てら

見学会には、今年も、戦争中にこの

製造所の施設で、昭和

れました。枚方市は、戦後も残された

生を対象として、野球

この事業は地域が主体的に行う児童

健全育成事業として、枚方市の補助金

楽しい工作、鯉のぼりができたよ

少林寺拳法
野球教室
科学教室
工 作

香里製造所で働いたという方が二人お

で運営されています。

ソ フトバレーボール

煙突を平和のモニュメント「妙見山の

大抽選会は 19 時 45 分頃から

教室、工作教室、ソフ

野球教室

ｍの頂上に立つ煙突

桜は咲いていないけど素晴らしい眺望

見えになり、煙突山からの平和で穏や

遊ぼう！

トバレーボール、お話

グランドゴルフ

14

煙突」として耐震補強・補修し永久保

模擬店で食べて、飲んで、

の会など多彩なプログ

工 作
野球教室

かな眺望を楽しんでおられました。

五常小学校運動場

存しています。

16 時 30 分～21 時

ラムが実施されていま

ソ フトバレーボール

煙突山は水道施設のため、法令で立

平成 29 年 7 月 22 日（土）

す。保護者やボランテ

お話の会 さつき

80

桜まつりは、煙突山の桜、山頂から

入が禁止されています。桜まつりはこ
のスポットを楽しめる貴重な機会です。

第 10 回五常夏祭り

ィ アの 参加 もあ り、
様々な学年の児童が日
頃の授業や遊びとはひ
と味違う活動や体験を

ドに必要事項を記入し、担任の先生に

毎月の初めにその月の活動参加カー

いやりの心などを育んでいます。

的に判断し行動できる資質や能力、思

共にすることにより、自ら考え、自主

楽しい土曜日の午前中を子ども達に

提出して参加できます。

活動内容

五常子どもいきいき広場

10

来年の桜まつりに是非ご参加ください。

夏のお楽しみ

２～３面は「スズメバチ対策」特集
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活動内容
野球教室

月 日
9
9 16
野球教室
工 作
30
グランドゴルフ
7
スポー ツ吹き矢
10 14
野球教室
28
少林寺拳法
11
11 18
科学教室
野球教室
25
カーリンコン
2
工 作
12
9
草抜き・スイカ割り
16

ソフトバレーボール

月 日
8
4 15
22
20
5
27
10
6 17
24
8
7 15
22
8 26
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