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第 ８２ 号

朝日ヶ丘

令和元年１２月

12 月 1 日（日）

コミスクだより

朝日ケ丘小学校にて（小雨決行）

芦屋市朝日ヶ丘町 10-10
芦屋市朝日ケ丘小学校内
朝日ヶ丘コミュニティ・スクール
朝日ヶ丘スポーツクラブ 21

asahigaokacomisuku.com

『朝日ヶ丘コミスクだより』は朝日ケ丘小学校区の全ご家庭に配布しています。

もちつき体験

10：00～

お箸、お碗、お茶

雑煮・ぜんざい提供 10：30～11：30
（なくなり次第終了いたします）

ゴミ
器

各自でご持参ください。

軽減にご協力お願いいたします。
ない方

（おつり

、 器 代 と し て 100 円 い た だ き ま す 。
ないようにお願いいたします。）

＊学校周辺は駐車禁止です。近隣の皆様のご迷惑になりますので、車でのご来場はご遠慮願います。
＊学校内は禁煙です。

朝日ヶ丘コミスクは、皆様のおかげで今年 40 周年を迎えます。
創設は昭和 54 年（1979 年）、様々な文化・スポーツのサークル活動、地域行事を通じて地域交流が生まれま
した。
朝日ヶ丘町・東山町は、自然環境が豊かで人々がまとまっていて、住みやすい街として有名です。坂道は少々
大変ですが、その道をゆったりと自然を眺めながら歩き、澄んだ空気を肌に感じますと、この地域の住民で幸
せだなとしみじみ思います。
コミスクに沢山参加してくれていた朝日ケ丘幼稚園も、今年度を最後に閉園となり、地域のつながりがコミスク
創設当時とは大きく変わってまいりました。しかしながら、今後もコミスク活動を通じて地域住民がつながり、
「あーあーよかったな、あさひがおかの わたしたち」 （朝日ケ丘幼稚園 園歌より抜粋）となるように、楽しい
活動を続けて参りたいと思いますので、皆様どうぞご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

どなたでも
もちつき体験に
おもちの種類は

夏まつり報告

7 月 21 日（日）

ミ ステージプログラム

ご参加いただけます。

・和太鼓演奏

堺谷 孝之さん

・伊藤まい市長

雑煮

ご近所お誘いあわせて

ぜんざい

お越しください。

ご挨拶

・朝日ヶ丘空手道教室

演武

・ソーラン節

6 年生有志

・ギター演奏

吉津 優さん

・オカリ 演奏等
・チアダンス

夢チャンス

チアリーダーズクラブ
JUMPS

・コミスクタイム
・ビンゴ大会

お楽しみいただけましたか？
例年に比べて涼しく、過ごしやすい一日でし

お知らせ

た。
今年から、毎年まつりの雰囲気を盛り上げて
いた立派なやぐらの組み立てを止めて、コン

令和元年１１月２７日（水）～１２月１日（日）
９：００～２１：００
（最終日のみ

パクトなやぐらへと変更いたしました。
模擬店のテントに囲まれた中で盆踊りを開催
するなど、踊りの輪に参加しやすいように工
夫してみました。いかがでしたでしょうか？

asahigaokacomisuku.com

１５：００まで）

芦屋市民センター３階展示場

朝日ヶ丘コミスクのホームページが新しくなり
ました。コミスクの紹介や、行事の案内が載っ
ています。一度ご覧ください。

地域団体からのご協力として聖徳園、今年か
らアラベラの家にもご参加いただきました。

空中通路

各サークルでは、
いつでも体験・入会をお待ちしています。

夏まつりの準備片付け、模擬店開催等ご協力
いただきました皆様ありがとうございました。

コミスク行事に参加したご感想・ご意見・イラストは朝日ケ丘小学校コミスク室前のムーミンポストまで★
-４-
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ラジオ体操

コミスク活動報告

朝日ヶ丘チャレンジャーズ

サークル活動報告

７/２２（月）～２６（金） ８/１９（月）～２３（金）
（７/２２・８/２０ 雨天中止）

・芦屋育成会会長杯大会
・芦屋選手権リーグ戦大会
・宝塚選手権大会

参加人数：約 80 人（大人含む）/日

盆踊り練習

皆勤賞（子どものみ）：54 人

７/１２（金）

3位
4位
3 回戦進出

なかよしミニテニス

～ペットボトルのけんび鏡～

くらりか理科教室 ペットボトルの飲み口を利用した顕微鏡で、
7/25（木）

花粉やさかなのうろこを観察しました。ちび
っこ科学学者の誕生です!!

交流戦
（対 山手小学校）

朝日ヶ丘チャレンジャーズは新入部員を募集しております。
毎週土日の午後に朝日ケ丘小で練習しておりますので、
ご興味のある方はＨＰ経由でご連絡下さい。

優勝
http://asachalle.net
清岡 苺
三木 唯
ペア

赤星惠子先生の優しい声掛けで、子どもたちも先
生も地域の方も、みんなで楽しく練習しました。

フリーマーケット

10/26（土）

毎週火曜日 １６：００～１７：３０
体育館にて活動しています。
他校との合同練習や交流戦もあります。
随時部員募集していますので、興味のある方は是非!!

男子
杉野杯
並川杯

わいわいクッキング

女子もメンバーが増え、今期はリーグ戦
に参戦中です。
男女共に、日々練習に取り組み元気に
活動しています！

11/9（土）

メニュー
割包（クワパオ） ：ルーツは中国

今年度は阪神西選抜に
６年 日野林 凜哉くん
が選出されました。

ボルシチ風スープ：ロシア
ガドガドサラダ

準優勝
準優勝

：インドネシア

タピオカドリンク ：台湾

活動日
火曜
〔第一部〕17:30～19:00（男女）
〔第二部〕19:00～20:00（男女）
木曜
19:00～20:30（男子）
金曜
17:30～19:00（男子）
17:30～20:30（女子）
土曜
8:30～11:30（男子）

朝日ヶ丘空手道教室

朝日ヶ丘サッカースクール

朝日ヶ丘ミニバスケットボールクラブ
試合結果

5・6 年生

・瑞穂オータムカップ U-12
・サマーフェスティバル 2 位トーナメント
・全日芦屋決勝トーナメント

芦屋空手道選手権大会
（10/22）

優勝
2位
2位

各学年それぞれ楽しく練習しています。随時体験を受け付けてい
ますので、サッカーに興味があればグラウンドに遊びに来てくださ
いね！詳しくは、朝日ヶ丘サッカースクールを検索してください。
毎日曜日・第５土曜日 ９：００～１２：３０
第２土曜日
１３：００～１７：００
（幼稚園児は日曜日
９：００～１１：００のみ）

◎北川 いち花さん
型個人戦無級～9 級の部
「第三位」

◎北川 碧一くん
型個人戦幼年の部
「準優勝」

＊会員募集中＊
曜日：月曜日・木曜日
時間：１６：００～１８：００（12 月～2 月は１７：３０まで）
場所：朝日ケ丘小学校体育館
対象：幼児～大人までの男女
〔体育館が使用できない期間は時間と場所が変わります〕
ご興味のある方は、是非ご見学・ご体験にお越し下さい。

・パンをこねるのが楽しかった！

いつでも体験可能です。
体育館に遊びに来て下さい。

・親子で楽しい時間でした♡
・タピオカ美味しかった！

-２-

◎永幡 駿英くん
組手個人戦 5～6 年男子の部
「優秀選手賞」
型個人戦 5 級～3 級の部
「優秀選手賞」

-３-

ラジオ体操

コミスク活動報告

朝日ヶ丘チャレンジャーズ

サークル活動報告

７/２２（月）～２６（金） ８/１９（月）～２３（金）
（７/２２・８/２０ 雨天中止）

・芦屋育成会会長杯大会
・芦屋選手権リーグ戦大会
・宝塚選手権大会

参加人数：約 80 人（大人含む）/日

盆踊り練習

皆勤賞（子どものみ）：54 人

７/１２（金）

3位
4位
3 回戦進出

なかよしミニテニス

～ペットボトルのけんび鏡～

くらりか理科教室 ペットボトルの飲み口を利用した顕微鏡で、
7/25（木）

花粉やさかなのうろこを観察しました。ちび
っこ科学学者の誕生です!!

交流戦
（対 山手小学校）

朝日ヶ丘チャレンジャーズは新入部員を募集しております。
毎週土日の午後に朝日ケ丘小で練習しておりますので、
ご興味のある方はＨＰ経由でご連絡下さい。

優勝
http://asachalle.net
清岡 苺
三木 唯
ペア

赤星惠子先生の優しい声掛けで、子どもたちも先
生も地域の方も、みんなで楽しく練習しました。

フリーマーケット

10/26（土）

毎週火曜日 １６：００～１７：３０
体育館にて活動しています。
他校との合同練習や交流戦もあります。
随時部員募集していますので、興味のある方は是非!!

男子
杉野杯
並川杯

わいわいクッキング

女子もメンバーが増え、今期はリーグ戦
に参戦中です。
男女共に、日々練習に取り組み元気に
活動しています！

11/9（土）

メニュー
割包（クワパオ） ：ルーツは中国

今年度は阪神西選抜に
６年 日野林 凜哉くん
が選出されました。

ボルシチ風スープ：ロシア
ガドガドサラダ

準優勝
準優勝

：インドネシア

タピオカドリンク ：台湾

活動日
火曜
〔第一部〕17:30～19:00（男女）
〔第二部〕19:00～20:00（男女）
木曜
19:00～20:30（男子）
金曜
17:30～19:00（男子）
17:30～20:30（女子）
土曜
8:30～11:30（男子）

朝日ヶ丘空手道教室

朝日ヶ丘サッカースクール

朝日ヶ丘ミニバスケットボールクラブ
試合結果

5・6 年生

・瑞穂オータムカップ U-12
・サマーフェスティバル 2 位トーナメント
・全日芦屋決勝トーナメント

芦屋空手道選手権大会
（10/22）

優勝
2位
2位

各学年それぞれ楽しく練習しています。随時体験を受け付けてい
ますので、サッカーに興味があればグラウンドに遊びに来てくださ
いね！詳しくは、朝日ヶ丘サッカースクールを検索してください。
毎日曜日・第５土曜日 ９：００～１２：３０
第２土曜日
１３：００～１７：００
（幼稚園児は日曜日
９：００～１１：００のみ）

◎北川 いち花さん
型個人戦無級～9 級の部
「第三位」

◎北川 碧一くん
型個人戦幼年の部
「準優勝」

＊会員募集中＊
曜日：月曜日・木曜日
時間：１６：００～１８：００（12 月～2 月は１７：３０まで）
場所：朝日ケ丘小学校体育館
対象：幼児～大人までの男女
〔体育館が使用できない期間は時間と場所が変わります〕
ご興味のある方は、是非ご見学・ご体験にお越し下さい。

・パンをこねるのが楽しかった！

いつでも体験可能です。
体育館に遊びに来て下さい。

・親子で楽しい時間でした♡
・タピオカ美味しかった！

-２-

◎永幡 駿英くん
組手個人戦 5～6 年男子の部
「優秀選手賞」
型個人戦 5 級～3 級の部
「優秀選手賞」

-３-

もちつき大会

第 ８２ 号

朝日ヶ丘

令和元年１２月

12 月 1 日（日）

コミスクだより

朝日ケ丘小学校にて（小雨決行）

芦屋市朝日ヶ丘町 10-10
芦屋市朝日ケ丘小学校内
朝日ヶ丘コミュニティ・スクール
朝日ヶ丘スポーツクラブ 21

asahigaokacomisuku.com

『朝日ヶ丘コミスクだより』は朝日ケ丘小学校区の全ご家庭に配布しています。

もちつき体験

10：00～

お箸、お碗、お茶

雑煮・ぜんざい提供 10：30～11：30
（なくなり次第終了いたします）

ゴミ
器

各自でご持参ください。

軽減にご協力お願いいたします。
ない方

（おつり

、 器 代 と し て 100 円 い た だ き ま す 。
ないようにお願いいたします。）

＊学校周辺は駐車禁止です。近隣の皆様のご迷惑になりますので、車でのご来場はご遠慮願います。
＊学校内は禁煙です。

朝日ヶ丘コミスクは、皆様のおかげで今年 40 周年を迎えます。
創設は昭和 54 年（1979 年）、様々な文化・スポーツのサークル活動、地域行事を通じて地域交流が生まれま
した。
朝日ヶ丘町・東山町は、自然環境が豊かで人々がまとまっていて、住みやすい街として有名です。坂道は少々
大変ですが、その道をゆったりと自然を眺めながら歩き、澄んだ空気を肌に感じますと、この地域の住民で幸
せだなとしみじみ思います。
コミスクに沢山参加してくれていた朝日ケ丘幼稚園も、今年度を最後に閉園となり、地域のつながりがコミスク
創設当時とは大きく変わってまいりました。しかしながら、今後もコミスク活動を通じて地域住民がつながり、
「あーあーよかったな、あさひがおかの わたしたち」 （朝日ケ丘幼稚園 園歌より抜粋）となるように、楽しい
活動を続けて参りたいと思いますので、皆様どうぞご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

どなたでも
もちつき体験に
おもちの種類は

夏まつり報告

7 月 21 日（日）

ミ ステージプログラム

ご参加いただけます。

・和太鼓演奏

堺谷 孝之さん

・伊藤まい市長

雑煮

ご近所お誘いあわせて

ぜんざい

お越しください。

ご挨拶

・朝日ヶ丘空手道教室

演武

・ソーラン節

6 年生有志

・ギター演奏

吉津 優さん

・オカリ 演奏等
・チアダンス

夢チャンス

チアリーダーズクラブ
JUMPS

・コミスクタイム
・ビンゴ大会

お楽しみいただけましたか？
例年に比べて涼しく、過ごしやすい一日でし

お知らせ

た。
今年から、毎年まつりの雰囲気を盛り上げて
いた立派なやぐらの組み立てを止めて、コン

令和元年１１月２７日（水）～１２月１日（日）
９：００～２１：００
（最終日のみ

パクトなやぐらへと変更いたしました。
模擬店のテントに囲まれた中で盆踊りを開催
するなど、踊りの輪に参加しやすいように工
夫してみました。いかがでしたでしょうか？

asahigaokacomisuku.com

１５：００まで）

芦屋市民センター３階展示場

朝日ヶ丘コミスクのホームページが新しくなり
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