
・感染予防対策として参加人数を制限することがあります。 

・感染の流行拡大等によりイベントを中止することがあります。 

・最新情報は、まち協 HP（右の QR コード）でご確認ください。  

 

 

しゅか 

 

 

  
イベント スケジュール 
（11月＆12月） 

 
  

 

※ 水色・ピンクはまち協主催、緑色はまち協連携、グレーは地域行事です。 
 

 

日 月 火 水 木 金 土

11月 

霜月   

１ 
◆子ど

も教室 

2 
●百歳体操 9:10-10:00 

●ストレッチ 10:00-10:30 

3 
文化の日 
●あかしあ

クラブ 
清掃活動 

9:00-10:00 

4 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●踊りを楽しむ集い 10:00-11:30 
●野菜展示即売会 10:00- 

5 6 
◆さくらんぼ 
 

7 
◆子ども教室 

8 
◆子ど
も教室 

9 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 

●スマートカフェ 10:00-11:45 

10 
 

11 
●百歳体操 9:10-10:00 
●Enjoy ストレッチ 10:00-11:30 

12 13 
●三田市総合防災訓練 
 （詳細は市の広報で） 

14 
◆さくらんぼ 
 

15 
◆子ど
も教室 

16 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ノルディック散策 10:00-11:30 

17 
 

18 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●健康うたごえｶﾌｪ 10:00-11:30 

●野菜展示即売会 10:00- 
●あかしあサロン（裏面参照） 

19 
 

20 
 

21 
★リサイクル・デー 
◆さくらんぼ 
 

22 
◆子ど
も教室 

23 
勤労感謝の日 

24 
 

25 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●俳句を楽しむ会 10:00-11:30 

●子育てサロン（裏面参照） 

26 27 
★リサイクル・デー 
 

28 
★リサイクル・デー 
●防災訓練(裏面) 

29 
◆子ど
も教室 

30 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 

第 ６ 波  退・散！ 

日 月 火 水 木 金 土 

12月     冬ならではのお楽しみ 

師走         何ですか？ 

1 
●あかしあ

クラブ 
清掃活動 

9:00-10:00 

2  
●百歳体操 9:10-10:00 

●ストレッチ 10:00-10:30 
●健康うたごえｶﾌｪ 10:00-11:30 
●野菜展示即売会 10:00- 

3  
 

4 
◆子ども教室 

5  
 

6 
◆子ど
も教室 

7   
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 

●スマートカフェ 10:00-11:45 

8 
 

9 
●百歳体操 9:10-10:00 
●Enjoy ストレッチ 10:00-11:30 

10 11 
◆子ども教室 
 

12 
★クリーンデー 
 

13 
◆子ど
も教室 

14 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●パソコン･カフェ 9:30-11:30 

15 
 

16 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●踊りを楽しむ集い 10:00-11:30 

●野菜展示即売会 10:00- 
●あかしあサロン（裏面参照） 

17 
 

18 
◆さくらんぼ 
 
 

19 
★リサイクル・デー 

20   
◆子ど
も教室 

21 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ノルディック散策 10:00-11:30 

22 
 

23 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ストレッチ 10:00-10:30 
●俳句を楽しむ会 10:00-11:30 

24 25 
★リサイクル・デー 

26 
★リサイクル・デー 

27 
 

28 
 

29 30 
 

31 
皆様 
よいお年を 

まち協事務所 三田市あかしあ台 1 丁目 50-3 あかしあ台コミュニティハウス 1 階 多目的室内 メール 
 

 
 
 
ホームページ 

営業日/時間 火曜、木曜、イベントが有る水曜・土曜   /  9:00～12:00 

電話/FAX 
メール 

079-501-0082(営業時間以外は留守電)  
matikyo@jcom.zaq.ne.jp 

ホームページ

Facebook 

https://machikyo-akashia.com/ 

https://www.facebook.com/akasiacafe 

ま ち 協 イ ベ ン
ト へ の ご 参 加
について 

・お問合せは、電話・メールでお願いします。自治会の電話番号と間違えないようご注意下さい。 
・お申込みは、お名前とお電話番号を明記の上、まち協ポスト(玄関横)・FAX・メールでお願いします。 
・駐車台数は限られていますのでご協力お願いします。・個人情報は行事運営以外には使用いたしません。 

あか小校区 まち協ニュース 
第 46 号 

                              あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 
                         （略称：あか小校区まち協） 2021（令和 3）年 11 月発行 まち協は市の交付金で運営しています 

12/28(火)から 1/4(火)まで、コミュニティハウスは冬季休館 

mailto:matikyo@jcom.zaq.ne.jp
https://www.facebook.com/akasiacafe


 

生活情報、お役立ち情報などの お知らせ です。 
 

 

イベントのご案内です。 ご参加お待ちしています。 
■防災訓練 ～災害との共存 乗り切る準備はできていますか～（主催：あかしあ台自治会自主防災会） 

①日時：11/28（日）9:30~11:30  ②場所：あかしあ台小学校中庭  
③内容：災害広報・安否確認・心肺蘇生訓練・煙体験・水消化器体験・防災グッズ展示  
④参加方法：申込み不要、どなたでもご参加いただけます。 
⑤お願い：自治会班長は安否確認を小学校まで報告してください。  

■【参加者募集】いきいき百歳体操 ～生活に必要な筋肉を鍛えます～ 
 ①日時：毎週火曜と木曜 9:10-10:00  ➁場所：コミュニティハウス 

③参加費：月 200 円（からだすっきりストレッチにも参加できます） 

■【売り切れ御免】あかしあ 野菜 🥬 展示即売会（あかしあサポート） 
①日時：11/4、11/18、12/2、12/16 (全て木曜)  10:00 から  ②場所：カシの木公園（コミュニティハウス隣）北側。 

 ③販売品：三田藍地区の生産者により丹精込めて作られた新鮮野菜です。 ④その他：雨天実施、荒天中止 

■【おいでください】らく楽 ふきのとう 「あわてんぼうのクリスマスコンサート」 
①日時：11/29(月) 13:30～14:30 ②場所：ウッディタウン市民センター2 階大集会室 ③参加費・申込：無料・不要 

 ④出演：グループ「ベル コンチェルト」ハンドベルの音色をお楽しみください。演奏体験もあります。 
⑤主催：ウッディ・カルチャー地区ふれあい活動推進協議会、地域ボランティアグループふきのとう 

■ 敬老のプレゼント 地区内の 858 名のご対象者（2022 年 1 月 1 日現在 75 歳以上）に順次お配りしています。 

まだの方はお楽しみにお待ちください。 

■【参加者募集】 「ふれあい活動推進協議会」が開催する２つのサロンのご案内です。  

      
子育てサロン (隔月開催) あかしあサロン 喫茶寄り道（毎月開催） 

11 月 11 月 12 月 

日時 11/25（木） 10:15～11:30 11/18(木) 14:00～15:00 12/16（木） 14:00～15:00 

場所 コミュニティハウス集会室 コミュニティハウス集会室・ホール 

内容 
楽しく遊びましょう 

Xmas リースを作りましょう 
たねあかしのある優しい手品 クリスマス会 

定員・参加費 親子 12 組・無料 先着 30 名・無料   約 20 名・200 円 

申込期間 11/１(月)～10（水） 11/１(月)～8（月） 12/１(水)～8（水） 

申込方法 
コミセン窓口で申込用紙、又は氏名,
住所,電話番号を Fax079-565-7055 

コミセン窓口で申込用紙に記入。 
先着 30 名に達した時点で終了 

コミセン窓口で申込用紙、又は氏名, 
住所,電話番号を Fax079-565-7055  

抽選結果 11/ 18(木)に電話連絡します 抽選なし（先着 30 名で確定） 12/ 12(日)ご自宅ポストにお届け 

持ち物 お子さんに必要なもの・お茶 マスク等感染予防対策でお越しください。 

いろいろお願いがあります。ご協力をお願いいたします。 
■【お願い】 まち協の活動を一緒に支えて下さるボランティアを募集しています。 

まち協に参加すると、▶様々な地域活動団体メンバーと交流できます。▶行政との情報交換もやり易くなります。▶つなが
りの輪がひろがり仲間づくりができます。参加無料です。参加ご希望のグループの方は、まち協事務所にお問合せ下さい。 
また、仲間を作って地域での暮らしをもっと楽しくしたい、地域のために何か役に立つことがしたい、等お考えの個人の方
からのご連絡も大歓迎です。 「まち協ってどんなことしているの？」 「はい、ちょっと覗いてみてください。」 
【募集中のボランティア】 （１）まち協運営のサポート、（２）まち協ニュースの配布、（３）地域内公園等の草刈り 

■【お願い】 クリーンデーの参加  12/12(日) 9 時からです。 
参加呼びかけに対する「ご理解とご協力」＆「笑顔のご近所交流」ありがとうございます。新型コロナの感染予防にご留意
頂き、体調不良時はくれぐれもご無理なさらぬようお願いいたします。※感染症流行により中止することがあります。 

■【お願い】 まち協ホームページの活用  是非！是非！ 一度ご覧ください。 
パソコンやスマホの検索画面で、“あかしあ台 まち協” と入れると一番上に出てきます。オモテ面の QR コードからも 
アクセスできます。街の動静、過去のイベントの内容、行事カレンダー等、興味深い記事がたくさんあります。お気に入り
やホーム画面に置いておくととても便利ですよ。上手くいかないときは、スマホ等をお持ちになって、まち協事務所まで。 

お知らせ・ご案内(募集)・ご報告・お願い など 

項 目 実施日など 11 月 12 月 

リサイクル・デー 
 
※ウエス（古着、古布類）

の回収も再開していま

す。 

２・３・４丁目戸建て、ロイヤルヒルズ、１丁目社宅 第 3 日曜 21㈰ 19㈰ 

あかしあ台ハイツ、ハイツ第２、ガーデンコート  第 4 土曜 27㈯ 25㈯ 

1・5丁目戸建て、さくら坂戸建て 第 4 日曜 28㈰ 26㈰ 

雨天実施、警報中止 
中止の場合のみ、自治会留守番電話(079-565-2870)と 
自治会ホームページでお知らせします。 

クリーンデー 年 5 回の日曜日の実施。5・12・2 月は午前 9 時～、7・9 月は午前 8 時～ なし 12㈰ 

蛍光管の処分について 

 

 

・蛍光管は『水銀ごみ』ですので『燃やさないごみ』として出しても収集してもらえません。 
 （割れた蛍光管は『燃やさないごみ』としてお出しください。） 
・ウッディタウン市民センター等市内 11 か所に回収ボックスが設置されています（休館日除く）。 
・買い替えの場合は、購入店で購入本数だけ古い蛍光管を引き取ってもらえますが、念のため 

お店に事前確認して下さい。 

ご注意 

 

 お揃いの 黄色  シャツ 着てみたら 
気持ちもイキイキ 百歳体操 


