
緑︓まち協主催/協⼒ ⿊：まち協構成団体主催（⾃治会除く） 駐⾞場台数は限られています。
⻘︓あかしあ台⾃治会主催（詳細は広報あかしあ） ：あかしあっ子広場 ご協⼒よろしくお願いします。

（放課後子ども教室） まち協イベント
カフェオープン 10:00〜12:00 いきいき百歳体操【いきいき体操 】

どなたでも 月200円
1 2 3 4 ⽕曜・⽊曜9︓10〜10︓00

コミカフェ・イベント
参加費制（100円）

5 6 7 8 9 10 11 ドリンク代や材料費などは別途
スマートカフェ 10:00〜11:45

⽕曜 5/12
12 13 14 15 16 17 18 大人ばかりの頭脳ゲーム

大人のぬり絵  10:00〜11:30
⽕曜 5/12

19 20 21 22 23 24 25 ぬり絵で脳の若返りを
男の茶道 10:00〜11:00

⽕曜 5/26
26 27 28 29 30 定員20名 予約申込5日前迄

踊りを楽しむ集い
⽊曜 5/21 10:00〜11:30

舞踊基礎 洋服・ソックスもOK
⽊曜 5/21 10:00〜11:30

パソコン・カフェ 9:30〜11:30
カフェオープン 10:00〜12:00 ⽕曜 5/19

皆で教えないがらゆっくりと

1 2 親子あそび
2020年2⽉をもって終了しました

（講師先生のご都合により）
3 4 5 6 7 8 9 健康うたごえカフェ 10:00〜11:30

⽊曜 5/14
皆で楽しく歌っています

10 11 12 13 14 15 16 健康ふれあい麻雀カフェ13:00-16:30

5/13(水) 5/19(⽕) 5/20(水)
脳トレを兼ねた初心者向け

17 18 19 20 21 22 23 4/7(⽕) 4/14(⽕) 4/22(水)

なんちゃってライブ 12:00〜13:00
不定期開催

24 25 26 27 28 29 30
デー

7 7 【20食限定・予約可・500円】
31 ※クリーン・デーは三⽥市と市⺠の協働ボランティア事業です。 ■ワンプレートランチ 予定なし

※リサイクル・デーは地区によって日程が違います。 ■お弁当ランチ 5/20(水)

まち協事務所 あかしあ台コミュニティハウス 1階
⽕曜・⽔曜9:00〜12:30、イベント有り⼟曜9:00〜12:00
電話/FAX 079-501-0082  Eメール　matikyo@jcom.zaq.ne.jp
住所︓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

※お預かりの個人情報は、イベント運営以外には使用いたしません。

ブログ http://ameblo.jp/akasiamachikyo/  フェイスブックhttps://www.facebook.com/akasiacafe
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まち協イベントについて
お問合せ・お申込みはこちら
「お名前」「お電話番号」を
ご記入の上、お申込下さい。
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自治会定時総会

ソフトボール大会

あかしあウォーキング

まち協は市の交付⾦で運営しています
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）2020（令和2）年4⽉発⾏

あか小校区まち協ニュース
第37号

【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4⽉の「いきいき百歳
体操」「コミカフェ・イベント」は中止します。
5⽉も状況により事前連絡なしに中止することがありますので、
ご了承ください。（コミュニティハウス閉館の場合は中止です。）
なお、まち協構成団体の⾏事についても中止・延期する場合が
ありますのでご注意ください。

4月中止

【自治会からのお知らせ】
あかしあ台コミュニティハウスは
♦4⽉1⽇（⽔）〜4⽉15⽇（⽔）
すべての⾏事は中止、貸館業務も停止です。
自治会事務所は業務を⾏っております。
♦4⽉19⽇（⽇）あかしあ台自治会定時総会
別途、自治会員の皆さまへ実施の可否を連絡します。



 

現在 13 名(シニア多数)。性別・年齢問いません。土日
祝日のみの作業もあります。ご関心ある方、思い⽴ったが
吉日です。お問合せお待ちしております。 
●自走式草刈機・刈払機使用●年 3 回程度●有償 

あか小校区まち協（あかしあ台緑地草刈グループ） 
  お問合せ・連絡先︓まち協事務所       

【募集】緑地草刈りボランティア 
 

 

「街をきれいに︕出来ることを少しずつ」 との思いで、
公園や緑地の草刈りを地域ぐるみで⾏う活動が始まって
います。あかしあ台緑地（下図参照）は、今年から草刈
り範囲も広がります。一緒に汗を流しませんか。 

あか小校区まち協 連絡先 TEL/FAX：079-501-0082 E-mail：matikyo@jcom.zaq.ne.jp 

【募集】コミカフェ・イベント「地域内交通ワークショップ」メンバー募集 
ニュータウンでは、生活に必要な買い物や医院などに⾏くための地域内交通が十分でありません。高齢化に伴い

運転免許を返還したり、又、身内が遠方で頼れなくなったりすると切実なものとなります。住み慣れたところで住み続
けるために地域内交通をどうしたら良いか市と協働で考えます。ご関心ある方は下記宛ご連絡をお待ちしています。  

あか小校区まち協（地域内交通ワークショップ） 
お問合せ・連絡先︓まち協事務所 

地域内交通とは︓既存の公共交通を補完し、地域内 
の移動を支える交通手段をいいます。 

●あかしあサロン ～喫茶「寄り道」～  
  4 月 16 日（木）14︓00〜16︓00 コミュニティハウス 
  奥村さんとコールあかしあの皆さんとご一緒に〜春の歌を〜  
  5 月 21 日（木）14︓00〜16︓00 コミュニティハウス 

説法と三味線 ギター 光円寺 
＜あかしあ台校区ふれあい活動推進協議会＞  

●子育てサロン  
  5 月 28 日（木）10︓15〜11︓45 コミュニティハウス 
  仲良くおもちゃ遊び＆楽しいゲーム 

 ＜あかしあ台校区ふれあい活動推進協議会＞  
※いずれも案内は自治会回覧でご覧いただけます。 

  問合せ︓あかしあ台コミュニティハウス (079-565-2870) 

【募集】まち協ニュース配布ボランティア募集   
まち協ニュースはまち協役員や住⺠ボランティアで全⼾

配布を実現しています。 
現在 2 か月に 1 回の発⾏です。約 40 名で手分けして
3,000 軒余りにポスティングしています。 
でも、まだまだ人手が足りないのです。  

  お問合せ・連絡先︓まち協事務所       

 
配布準備の様子 

踊りを楽しむ集い（火曜または木曜/月 1 回） 

聴き慣れた曲で踊り（新舞踊） 

の基礎を学んでいます。 

洋服・ソックスでも参加 OK。 
 

パソコンカフェ（火曜/月 1 回）  
ご自分のパソコンを持ち込んで、参加者で教え
合いながら、時にはおしゃべりに花が咲いたり。
のんびりマイペースで皆さんやっています。  

【募集】児童の登下校⾒守りにご協⼒いただける⽅ 
朝 7︓40〜8︓00 頃まで。週に一日だけの参加でも OK。  
登下校の⾒守り活動とは・・・通学路や横断歩道などで、 
地域住⺠有志の方々が⻑年にわたり、⾒守り⽴ち番を 
続けられています。現在は 10 名ほどになり厳しい状況です。  

お申込・お問合せ︓あかしあ台自治会事務所(079-565-2870) 
 

3/25 登校時の様子 

まち協カフェ・ランチ紹介 
1月22日（水）ワンプレート・ランチ 
この日は若い方も来られていたので思わず写真を 
パチリ︕（写真左） 
よくご利用される他の方からも「毎回メニューが楽
しみ。彩りも良く野菜も多く季節感があり、お料理
の参考になります。」と。

 
 

別の日のお弁当ランチ 

■ソフトボール大会のお知らせ  
あかしあ台小学校区ソフトボール大会  

5 月 17 日（日） 8:45 受付 9:00〜12:00 
場所:あかしあ台小学校グラウンド  
対象:小学 4 年生以上 
申込〆切:5 月 8 日（⾦）  
<主催:あかしあ台体育振興会・ 
あかしあヒルズ(スポーツクラブ 21) 
/共催:自治会体育部、スポーツクラブ 21> 

 

はじかみ池公園 1 月植樹の 
エドヒガンザクラ 3/24 開花宣言 

～気功朝のつどい 
 

健康うたごえカフェ（木曜/月 1 回） 
 
野村先生の歌声と一緒に、懐かしい曲や童
謡、今どきの曲などを和気あいあいと歌ってい
ます。おなかの底から声を出すと気持ちがいいです
ね。 

 

≪まち協 コミカフェ・イベント紹介≫ 次号に続く 

地域で活動する団体が連携し協働するまちづくりネットワーク＜あかしあ台小学校区 まちづくり連絡協議会＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あか小校区 まち協ニュース 
第 38 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） 2020（令和 2）年 7 月発行 

あかしあ台自治会 ふれあい活動推進協議会 まちづくり推進員

民生委員・児童委員　 あかしあ台小学校ＰＴＡ あかしあサポート

青少年補導員 スポーツクラブ２１あかしあ 気功朝のつどい

健康推進員 あかしあ台体育振興会 あかしあ台緑地草刈りグループ

あかしあっ子広場 あかしあクラブ あかしあ台まちづくりさぽっとクラブ

いまさらですが・・・ まち協って、何？ 

Q 活動資金はどうなっていて、どんな活動をしているのですか？  
 
A ふるさと地域交付金として市から年間 200 万円が交付されます。その他の市・県・民間の助成金や  
イベント参加料等の自主財源を加え、今年度の予算額は約 338 万円です。  

  構成団体間の情報共有や連携を図りつつ、あかしあ台小学校区の全住民を対象に、まち協カフェ・
イベント、いきいき百歳体操、スマートキッズ教室、多世代向けイベント、公園等草刈り、さくら植
樹など、健康で住みやすい街をつくるための活動を行っています。 
活動の詳細は 2 か月に 1 回、全戸配布している「まち協ニュース」（これです！）でご覧下さい。 

次世代に継承できるまちづくりにどのように協働するか、皆で知恵を出し合いましょう。 

皆様の積極的なご参加、ご参画をお待ちしています。 

まち協事務所 コミュニティハウス 1 階 多目的室内 
営業日：火曜、木曜、イベント有り水曜・土曜  9：00～12：00 

住所：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 

電話/FAX： 079-501-0082  
メール  matikyo@jcom.zaq.ne.jp 

フェイスブック：https://www.facebook.com/akasiacafe  

※「お名前」「お電話番号」をご記入の上、 
お申込下さい。 

※駐車場台数は限られています。 
ご協力よろしくお願いします。 

※お預かりの個人情報は、イベント運営以外には 
使用いたしません。 

 

まち協イベントについて 
お問合せ・お申込みはこちら 

まち協は市の交付金で運営しています 

Q 「まち協」って何ですか？ また、いつからあるのですか？  
  

A 正式名称は「あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会」といいます。略称は「あか小校区まち協」
です。三田市のホームページを、ホーム > くらし > 協働のまちづくり > 地域づくり > 地域活動
情報とたどっていくと、次のような説明があります。  
－まちづくり協議会は、行政との協働により様々な地域課題の解決に向け、日ごろより 
地域活動を 担っている構成団体等の活動を支援したり、効率的、効果的に実施できるよう 
調整をしたり、 新たな取り組みに関して、地域の中で人材を募ったりしながら 
ネットワークを広げていくなど、 地域力の向上をめざしていく組織です。  

－概ね小学校区や自治会区・自治会連合会（地区）程度の 区域を活動範囲とする組織です。  
現在、市内には 18 のまちづくり協議会があり、「あか小校区まち協」もその一つです。  
平成 27 年（2015 年）3 月 29 日の設立総会で発足し、丸 5 年たちました。  

Q 組織はどうなっているのですか？ また、自治会との関係は？  
 

A 「あか小校区まち協」は、個人や世帯ではなく、地区で様々な活動を行う団体などから構成され 
ます。現在の構成員は次のとおり、皆さんになじみのある団体や委員の皆さんです。  

 
 
 
 

 
 

構成員である各団体等から、会長、副会長、事務局長、会計、理事、監査役、委員が選出され、 
まち協の運営にあたります。部会としては、総務部会、コミカフェ部会、広報部会、子ども部会、 
健康部会、地域活性化検討会があります。  
自治会は、まち協の一構成団体で、かつ最大の構成団体であるという関係です。まち協事務所は、

自治会が所有するあかしあ台コミュニティハウスの 1 階にあります。  
 

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


 

 

まだまだ油断はできませんが、まち協イベント等 を再開します。(予防対策へのご協力をお願い致します。) 

 イベント 日時・場所など 

まち協 

いきいき百歳体操 7/2(木)以降の火曜と木曜（7/23 休み） 9:10～9:45 
8 月は、まち
協イベント
はお休みし
ます。 

踊りを楽しむ集い 7/2(木)   10:00～11:30  

大人のぬりえ 7/7(火)  10:00～11:30 
パソコンカフェ 7/14(火)  9:30～11:30 
スマートカフェ 7/14(火) 10:00～11:45 

ふれあい活動
推進協議会 

おとなのラジオ体操 
7 月 13 日(月)～18 日(土)、及び 8 月 24 日(月)～29 日(土)。 
朝 7 時半から。あかしあ台公園とはじかみ池公園（どんど場所）。
雨天中止。ラジオ体操第一、第二。 

あかしあサポ

ート 
野菜の展示即売会 

7/7(火) 9:00～11:00、及び 8/4(火) 9:00~11:00。   
カシの木公園（旧小西屋の隣）。雨天時は同週木曜日に順延。 

 
まち協の各団体も、再開を目指して可能な範囲で活動を開始しています。 

あかしあ台自治会 
マスクの配布を行いましたが、リサイクル以外はすべて中止状態です。消毒・検温 
などを条件に 6/19 からコミュニティハウスの利用を再開しました。（コロナの状況に 
よっては再度使用停止もあり得ます）夏祭りと敬老会は中止といたします。 

民生委員・児童委員 今後の計画はこれから検討します 

青少年補導員 6/13 に当面計画を縮小して実施することを決定しました。 

健康推進員 全ての活動を停止中です。 

あかしあっ子広場 
小学校を通じて低学年用学習キットの配布を行いました。今後の活動はこれから相談
していきます。 

ふれあい活動推進協議会 おとなのラジオ体操を実施します。詳細は上の表をご参照ください。 

あかしあ台小学校ＰＴＡ 
運動会は 10 月 24 日に実施予定。夏休みは 8/1~8/16 になりました。 
その他、小学校と調整を進めていきます。 

スポーツクラブ２１あかしあ 
市の「学校施設の利用にあたっての予防対策」を遵守し、7 月からの活動の再開を 
予定しています。 

あかしあ台体育振興会 
6 月から活動再開し、6/21 に公園の草刈作業（ザクロの丘公園）を実施しました。 
7 月以降の計画行事について見直し中です。 

あかしあクラブ 7 月からまずは屋外活動から再開していきます。 

まちづくり推進員 街の様子や意見、情報は次の役員会や連絡会で反映していきます。活動再開です。 

あかしあサポート 
野菜の展示即売会を始めました。カシの木公園にて（旧小西屋の隣）。 
シーズン中毎月 1 回、第 1 火曜日午前（雨天時は、同週木曜）。 

気功朝のつどい 
3,4,5 月の 3 か月間活動を停止。6/2 から「自分の命は自分で守る。自己責任・自己判
断での出席」を前提に活動再開しています。 

まちづくりさぽっとクラブ 1 ヶ月遅れでまち協ニュース(7 月号)を発行しました。 

あかしあ台緑地草刈りグルー
プ 

6/3～5 の３日間で地区内緑地 5,000 ㎡の草刈りを 
行いました。丘陵部 2,000 ㎡ 増は、想像以上に 
大変でした。次回は夏又は秋に計画しています。 

 

あかしあ台自治会から、リサイクル等に関するお知らせ です。  

●リサイクル・デー    6 月からウエス（古着、古布類）の回収を中止しています。 
新型感染症の影響で諸外国へのウエスの輸出ができなくなっています。ご協力よろしくお願いいたします。 

２・３・４丁目戸建て、ロイヤルヒルズ、１丁目社宅 7月19日（日） 8月16日（日） 
あかしあ台ハイツ、ハイツ第２、ガーデンコート  7月25日（土） 8月22日（土） 
１・５丁目戸建て、さくら坂戸建て 7月26日（日） 8月23日（日) 

●クリーン・デー  ７月１２日(日) 午前８時～  
●DCM ダイキ（けやき台）では、使用済み小型家電（パソコンなど）、廃食用油（使用済みサラダ油、 
天ぷら油など）の回収は現在休止中です。なお、小型家電はコーナン(すずかけ台)、ケーズデンキ 
(けやき台)で、廃食用油はキリン堂(南が丘)で回収して頂けます。 

最後になりましたが、まち協総会（2020/6/14(日)）のご報告です。 

これまでの 4 年間、会長の重責を担われた岡村佳高さんが退任され（ありがとう 

ございました）、酒井俊一さんを新会長とする今年度の体制、及び今年度の活動 

計画と予算が承認されました。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

お知らせ・ご報告・お願い など 



イベント参加時は、新型コロナ感染予防にご協力をお願い 
いたします。また、体調のすぐれない方は参加をお控え下さい。 

 

 

しゅか 

 

 

 

イベント スケジュール (9月&10月)  
イベント 内容 定員 

申込み 
参加料
等 

曜日・時間 
(原則) 

9 月開催日 10 月開催日 

ま
ち
協 

コミカフェ 
（ランチ） 

A:ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄ・ﾗﾝﾁ 
B:お弁当ランチ 

20 食 
予約可 

500 円
/回 

月 2 回水曜・木曜 

11:00~13:00 
中止します 中止します 

コミカフェ 
（ドリンク) 

100 円の飲物を
お出しします 

概ね 20 名
要申込 
（空きがあ
れば当日参
加 OK） 

100 円
/回 
 
(注) 

材料費

が必要

な場合

があり

ます。 

週 2 回火曜・木曜 中止します 中止します 

踊りを楽しむ集い 日本舞踊基礎。洋服・

ソックスも OK 

月 1 回、木曜 
10:00~11:30 

17(木) 15(木) 

スマートカフェ 大人ばかりの 
頭脳ゲーム 

月 1 回、火曜 
10:00~11:45 

8(火) 13(火) 

パソコン・カフェ 皆で教えあいな
がらゆっくりと 

月 1 回、火曜 
9:30~11:30 

8(火) 13(火) 

大人のぬり絵 ぬり絵で脳の 
若返りを 

月 1 回、火曜 
10:00~11:30 

1(火)    6(火) 

健康うたごえカフェ 
皆で楽しく 
歌っています 

月 1 回、木曜 
10:00~11:30 

3(木) 1(木) 

健康ふれあい麻雀 
カフェ 

脳トレを兼ねた
初心者向け 

３卓(12人) 
要申込 
見学可 

月 3 回、不定期 
13:00~17:00 

中止します 中止します 

おとこの茶道 
男ばかりで 
盆略お点前 

若干名 
要申込 

1000 円

/回 
月 1 回、第 4 火曜
10:00~11:30 

今年度はお休みします 

いきいき百歳体操 
生活に必要な 
筋肉を鍛えます 

概ね 60 名 
要申込 

200 円
/月 

週 2 回火曜・木曜 

9:10~10:00 
㈫ 1,8,15,29 
㈭ 3,10,17,24 

㈫ 6,13,20,27 
㈭ 1,8,15,22,29 

ふ
れ
協 

あかしあサロン 
喫茶「寄り道」 

季節ごとの楽し
いイベントを企
画しています 

【高齢者限定】 

ｲﾍﾞﾝﾄ次第 
要申込 

イベン
ト次第 

月 1 回、第 3 木曜 
14:00~16:00 

中止します 
15㈭11:00-12:00 枝

豆販売 75 歳以上の

先着 60 家族､ｺﾐｾﾝ前 

子育てサロン 
おしゃべり広場 

親子で仲良く 
おしゃべり 

10 組程度 
申込不要 

無料 
奇数月第１又は
第 4 木曜 

中止します ありません 

放課後子ども教室 
（あかしあっ子広場） 

茶道,コーラス,工作,ゲ
ーム、卓球等(小学
校) 、地球で遊ぼう、
将棋（ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 

ｲﾍﾞﾝﾄ次第
要申込 

無料 
㈪15:00~16:30
（冬 16:15） 
㈯10:00~11:30 

中止します 
17(土) 
9:30～12:00 
オンライン実施 

 スマートキッズ 
（まち協支援事業） 

英語で遊ぼう＋
頭脳ゲーム 

20 名 
要申込 

無料 
月 1 回、土曜 
9:15~11:45 

中止します 中止します 

おしゃべりカフェ 
(自治会) 

歌とおしゃべり 
との楽しい一時 

なし 
申込不要 

任意 
月 1 回、第１日曜 
13:00～15:00 

中止します 中止します 

清掃活動 
（あかしあクラブ） 

皆で一緒に 
ゴミ拾い 

なし 
申込不要 

- 
第 1 水曜 
9:00~10:00 

2(水) 7(水) 

野菜の展示即売会 
（あかしあサポート） 

旬の野菜をお安く 
(カシの木公園、雨天

時はｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ前） 

皆様お越し
ください 

- 第 1 火曜午前 1(火) 
17(土)枝豆限定 
裏面参照 

（ご注意）場所の記載のないイベントはすべてコミュニティハウスで開催されます。「曜日・時間」欄は、原則を記載していますので、 

実際の開催日時と異なる場合があります。「ふれ協」はあかしあ台ふれあい活動推進協議会の略称です。新型コロナ感染予防対策として

人数を制限することがあります。また、感染症の流行拡大等により中止する場合がありますことご了承願います。 

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://akashia-mati.jimdofree.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。 

・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。 

・駐車場台数は限られています。ご協力よろしくお願いします。 

・個人情報は、イベント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 39 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） 2020（令和 2）年９月発行 まち協は市の交付金で運営しています 

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


 
お知らせ・お願い・ご案内・募集 など 

 
生活情報の お知らせ です。 

項 目 実施日など 9 月 10 月 

リサイクル・デー 
※ウエス（古着、古布類）の回
収は中止しています。 

２・３・４丁目戸建て、ロイヤルヒルズ、１丁目社宅 第 3 日曜 20㈰ 18㈰ 

あかしあ台ハイツ、ハイツ第２、ガーデンコート  第 4 土曜 26㈯ 24㈯ 

1・5丁目戸建て、さくら坂戸建て 第 4 日曜 27㈰ 25㈰ 

クリーンデー 年 5 回の日曜、 5・12・2 月 午前 9 時～、7・9 月 午前 8 時～ 13㈰ なし 

廃品回収サービス 
DCM ダイキ（けやき台）では、使用済み小型家電（パソコンなど）、廃食用油（使用済み
サラダ油、天ぷら油など）の回収は現在休止中です。なお、小型家電はコーナン(すずかけ
台)、ケーズデンキ(けやき台)で、廃食用油はキリン堂(南が丘)で回収して頂けます。 

公園等草刈り  
まち協所属の 5 つの団体が地
区内公園等の草刈りをしてい
ます。当日の公園等利用の際
はご注意下さい。 

実施日 (予備日) 場所 担当団体 
10/10（土）(10/11) コブシの花公園 自治会 
10/15（木）（10/16） キンモクセイの花公園 あかしあクラブ 
10/18（日）（10/25） ザクロの丘公園 体育振興会 
10/20,21,22（火,水,木）(10/23） あかしあ台緑地 緑地草刈りグループ 
10/31（土）(11/1） カシの木公園、さくら坂公園 スポーツクラブ 21 

 

「クリーンデー」 について 改めて お願い いたします。  

自治会環境部の皆さんがゴミ袋配布などのお手伝いをしてくださっていますが、クリーンデーは、 
「三田市と市民全員の協働ボランティア事業」です。７月のクリーンデーでは、汗を拭う時間も惜しみ 
ながらの作業、ありがとうございました。一方で、参加者が年々減少し、固定化されているのも事実です。 
「美しいまち」を維持できるよう、できる範囲で結構ですので、皆様のご参加をお待ちしています。 

9 月 13 日 8 時～ お近くの公園や緑地、リング道路に出て来てみてください。 
※時節柄、熱中症対策（飲料・タオル・帽子持参）・コロナ感染予防対策（3 密防止)にご留意頂き、 
 体調がすぐれない場合、参加はお控えください。  

参加者募集！ 健康ストレッチ＆リズム体操 （無料お試し体験会）   
① 9 月 10 日(木) 10:00～11:00 定員 25 名 コミュニティハウス集会室 主催：まち協            
② 10 月 8 日(木) 10:00～11:00  定員 25 名 コミュニティハウス集会室  主催：健康推進員 
※定員オーバーの際は、30 分ずつ 2 回に分けて実施します。  

参加者募集！ まち協特別学習会 「ウィズコロナ新生活のためのスマホ教室」 
新型コロナウイルス感染症は収まる兆しもなく、新しい生活様式での暮らしが求められています。 

３密を避けるための 1 つの解決策として、近年著しく発達を遂げたスマホによるコミュニケーションを 
 みんなで協力しあって、日常生活の中に取り入れませんか。 
１．プログラム (初心者でも安心してご参加いただけます。) 

(1)前編 (a)スマホの基本、(b)便利なアプリ(ホームページ閲覧、お天気、Google フォトなど） 
(2)後編 (a)スマホの基本復習、(c)オンライン会議(LINE、Zoom など）、(d)SNS(Facebook など)とスマホ決済 

２．日時 (1)前編：9 月 26 日（土）10:00～11:30、 (2)後編：10 月 31 日（土）10:00～11:30  
３．定員 15 名 先着順 （9/7㈪から受付開始） 

（注）定員未達の時は、前編又は後編のみも受け付けます。定員オーバーの場合は、 
２回目(前編 11/28㈯、後編 12/19㈯)、また 3 回目以降も検討します。 

４．講師 三田市いきがい応援プラザ 鈴木英夫さん（三田市主催「シニアのためのスマホ教室」2020.2.18 講師）  

農業ボランティアが育てた丹波黒枝豆の予約販売の ご案内    
●価格見込み：1 束（1kg ）700 円 （ご予約後、大幅価格変更の場合はご連絡します。） 
●ご予約：まち協事務所宛、お名前・電話番号を明記の上、イベント参加と同じ方法でお願いします。 
●受け取り：10 月 17 日（土）の野菜展示即売会（主催：あかしあサポート）会場にてお願いします。 

 

ホームページ（HP）の ご案内  スマホ・PCから ｲﾍﾞﾝﾄｽｹｼﾞｭｰﾙが 簡単に確認できます。 
まち協 HP の整備を進めています。イベントスケジュールだけでなく、 

まち協・所属団体の紹介や、過去の記事などもご覧になれます。 
インターネットの「お気に入り」やスマホの「ホーム画面」に 
登録しておけば、とても便利です。 
＜まち協 HP へのアクセス方法＞ 
①「あかしあ台 まち協」でインターネット検索して下さい。 

多分、一番上に出てきます。 
② 右の QR コードからもアクセスできます。 



・イベント参加時は、新型コロナ感染予防にご協力をお願いします。・体調のすぐれない方は
参加をお控え下さい。・感染予防対策として人数を制限することがあります。・感染の流行拡
大等により中止する場合があります。 

 

 

しゅか 

 

 

 
イベント スケジュール 

(11月＆12月)  
 

日 月 火 水 木 金 土 

1 
 

2 
◆放課後 

子ども教室 

3   
文化の日 
 

4 
●あかしあクラブ 

清掃活動 
9:00-10:00 
 

5  
●百歳体操 9:10-10:00 
●健康うたごえカフェ

10:00~11:30 
●大人のぬり絵 10:00~11:30 

6 7 
◆放課後 

子ども教室 
●ためになる健康 

講座 ※裏面 
8 
 

9 
◆放課後 

子ども教室 

10 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾌｪ 9:30~11:30 
●ｽﾏｰﾄｶﾌｪ 10:00~11:45 

11 
 

12 
●百歳体操 9:10-10:00 

●ストレッチ＆リズム体操
10:00-11:00 ※裏面 

13 14 
◆放課後 

子ども教室 

 
15 
●防災訓練 
9:00~11:30 
※裏面 

★リサイク
ル・デー 

16 
◆放課後 

子ども教室 

17 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ノルディック体験会 
  10:00-11:00 ※裏面 

18 
●あかしあクラブ 
 ハイキング 
（有馬富士公園） 
 10:00-14:00 

19 
●百歳体操 9:10-10:00 
●踊りを楽しむ集い 10:00~11:30 
●あかしあサロン（クリスマス 

フラワー作り) 14:00-15:30  
※欄外参照 

20 21 
●地域内交通 

検討会 ※裏面 

22 
★リサイク

ル・デー 

23   
勤労感謝の日 

24 
●百歳体操 9:10-10:00 

25 
 

26 
●百歳体操 9:10-10:00 

●子育てサロン (キャンドル 
フラワー作り) 10:15-11:15 

 (要)朝の体温測定 

27 28 
●スマホ教室 
   ※裏面 
★リサイクル ・

デー 
29 
●防災講演会 

※裏面 

30 
◆放課後 

子ども教室 
11月 霜月  寒くなってきましたね。体調管理は万全ですか？ 

 
日 月 火 水 木 金 土

12月 師走 

1 
●百歳体操 9:10-10:00 

2 
●あかしあクラブ 

清掃活動 
9:00-10:00 
 

3  
●百歳体操 9:10-10:00 
●健康うたごえカフェ

10:00~11:30 
●大人のぬり絵 10:00~11:30 

4 5 
 

6 
 

7 
◆放課後 

子ども教室 

8 
●百歳体操 9:10-10:00 
●ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾌｪ 9:30~11:30 
●ｽﾏｰﾄｶﾌｪ 10:00~11:45 
 

9 
 

10 
●百歳体操 9:10-10:00 

●ストレッチ＆リズム体操
10:00-11:00 ※裏面 

11 12 
◆放課後 

子ども教室 
●地域内交通 

検討会 ※裏面 
13 
 
★クリーン

デー 

14 
◆放課後 

子ども教室 

15 
●百歳体操 9:10-10:00 
 

16 
 

17 
●百歳体操 9:10-10:00 
●踊りを楽しむ集い 10:00~11:30 
●あかしあサロン(落語) 

14:00-15:30  200 円 

18 19 
●スマホ教室 
  ※裏面 

20 
★リサイク

ル・デー 

21 
◆放課後 

子ども教室 

22 
●百歳体操 9:10-10:00 

23 
 

24 
●百歳体操 9:10-10:00 

25 26 
★リサイクル・ 

デー 
27 
★リサイク

ル ・デー 

28 
 

29 
 

30 31 

よいお年を 💛 

※ イベント内容、場所、定員、申込の要否、参加料等については、まち協ニュース 39 号(2020 年 9 月発行)をご覧ください。 

※ 現時点では未確定でも順次再開されるイベントもあります。最新情報は、まち協ホームページでご確認ください。 

※ あかしあサロン(11/19)：定員 30 名。11/5～10 に自治会事務所窓口の申込用紙で申込み(多数の場合抽選)。参加費 200 円。 
 

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。 

・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。 

・駐車場台数は限られています。ご協力よろしくお願いします。 

・個人情報は、イベント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 40 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） 2020（令和 2）年 11 月発行 まち協は市の交付金で運営しています 

12/26(土)から 1/4(月)まで、コミュニティハウスは閉館します。 

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


お知らせ・ご案内・ご報告・お願い・募集 など 

生活情報の お知らせです。  
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 
回収は10月から再開しました。 

２・３・４丁目戸建て、ロイヤルヒルズ、１丁目社宅 第 3 日曜 15㈰ 20㈰ 

あかしあ台ハイツ、ハイツ第２、ガーデンコート  第 4 土曜 28㈯ 26㈯ 

1・5丁目戸建て、さくら坂戸建て 第 4 日曜 22㈰ 27㈰ 

クリーンデー 年 5 回の日曜、 5・12・2 月 午前 9 時～、7・9 月 午前 8 時～ なし 13㈰ 

廃品回収サービス 
DCM ダイキ（けやき台）では、使用済み小型家電（パソコンなど）、廃食用油（使用済み
サラダ油、天ぷら油など）の回収は現在休止中です。なお、小型家電はコーナン(すずかけ
台)、ケーズデンキ(けやき台)で、廃食用油はキリン堂(南が丘)で回収して頂けます。  

防災・地域内交通イベント、健康関連イベントの お知らせ・ご案内です。 
■【団体向け】防災講演会 ～あかしあ台の全員を対象とした共助の仕組みを考えたい～（主催：まち協） 

講演内容：災害から命と暮らしをみんなで守る～何が起こるかを想像して楽しく気軽に備える～  
講師：馬場（ばんば）美智子氏（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授）  
①日時：11/29（日）13:30～15:00 ②場所：コミュニティハウス ※講演内容は、後日まち協 HP で公開予定。 

■ 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：11/15（日）9:00~11:30 ②場所：あかしあ台小学校中庭 ③内容：安否確認・心配蘇生訓練・炊き出し訓練 
・防災備品展示 ④参加方法：自治会班長は安否確認を小学校まで報告 申込み不要どなたでもご参加いただけます 

■ スマホ教室(第 2 回) ～ウィズコロナ新生活に役立つ「技」を学びます～（主催：まち協） 
①日時：前半 11/28(土) 10:00～11:30、後半 12/19(土)同時間 ②場所：コミュニティハウス 
※定員オーバーのため第 1 回に参加できなかった方を対象といたします（新規受付けは行いません）。 

■【参加者募集(条件付き)】地域内交通の現状認識・課題共有・解決策検討のワークショップ（主催：まち協） 
①日時：11/21、12/12、1/16、2/13、3/13（すべて土曜）13:30～15:00 ②場所：コミュニティハウス 
③参加条件：5 回すべてに出席できる見込みの参加ご希望者は、まち協事務所にご連絡ください。 

■【参加者募集】ノルディックお試し体験会 ～公園での講習のあと秋の平谷川を散策します～（主催：まち協） 
①日時：11/17(火) 10:00～11:00 ②集合場所：カシの木公園（コミセン裏側） ③申込：不要(当日受付)  
④参加費用：無料 ⑤持ち物など：マスク着用、飲み物持参。ノルディックの器具は貸し出します。 

■【参加者募集】ためになる健康講座 ～新型コロナウイルス感染症について～（主催：健康推進員） 
 講師：三木紀子先生 吉田彩香先生（三田市健康増進課 保健師） 

①日時：11/７(土) 10:00～11:30 ②場所：コミュニティハウス集会室 ③定員：30 名 ④費用：無料  
⑤持ち物：マスク着用・筆記用具 ⑥申込：自治会事務所窓口／FAX（565－7055）締切 11/6(金)   

■【参加者募集】ストレッチ＆リズム体操 ～体験会好評につき３回シリーズで継続実施～（主催：健康推進員） 
①日時：11,12,1 月の第 2 木曜（11/12、12/10、1/14）10:00～11:00 ②場所：コミュニティハウス集会室 

③定員：30 名 ④費用：無料 ⑤申込（1 回ごと）：まずは、11/12(木)分について、ｵﾓﾃ面に記載の方法で。 

いろんな活動の ご報告です。次はご参加下さい！ 
■ クリーンデー（9/13） 「三田市と市民全員の協働ボランティア事業」 

暑い日でしたが、前回より参加者数アップの地区もありました。 
お子さんの頑張る姿にお話も弾み、笑顔でご近所交流も楽しまれていました。 
次は、12/13㈰ 9 時から、側溝の落ち葉除去作業など、ご協力をお願いします。 

■ 農業ボランティアが育てた丹波黒枝豆の販売（あかしあサポート） 
10/17㈯ 枝豆に限定した野菜展示即売会を実施しました。 

■ コミカフェ・イベント ～コロナ対策のもと活動を再開しています～ 
①大人のぬり絵 9/1㈫ どの色を使おうか考えながら黙々と集中して塗っています。 
②パソコン・カフェ 9/8㈫ 初参加の女性もおられました。毎回のんびり自分のペースでパソコンを触っています。 
③スマートカフェ 9/8㈫ カード・ゲームなど 36 種類のメニューから幾つかのゲームを選んで楽しんでいます。 
④いきいき百歳体操 9/8㈫ マスク着用・間を空けて、映像をお手本に、仲間と一緒に筋力維持に努めています。 
⑤ストレッチ＆リズム体操 9/10㈭  まんかい FiT 大塚先生の「筋肉をしっかり意識」という指導のもと体を動かしました。 
 

 
 

 
 
 
 

ボランティアを 募集しています。 よろしくお願いします！ 
■ 配布ボランティア  ～現在は 40 名足らず。60 名まで増やしたい！～ 

住民ボランティアやまち協委員が、あか小校区全戸（約 3100 戸）に、このまち協ニュースを 
配布しています。「手伝ってもいいよ」と思われる方、まち協事務所にご連絡をお願いします。 
●担当戸数：約 100 戸 ●頻度：２ヶ月に１度 ●配布物：まち協ニュース（時々＋１枚） 

■ 草刈りボランティア ～できる範囲でお手伝いくださいませんか～ 
草刈りボランティア「緑地草刈りグループ」（現在 16 名）が地区内公園等の草刈りの一翼を 
担っています。このグループにご参加頂ける方も、まち協事務所にご連絡下さい。 

まち協イベントの スケジュール確認は まち協ホームページで！ → 
スマホ・PC の設定はお済ですか？ 設定方法は前号で紹介しましたが、上手くいかない方は、 
スマホご持参の上、まち協事務所にお立ち寄りください。 

充実感！ 
ありがとうございました。 

2020.9.13 クリーンデー 

1 2   3 4  ５  



・イベント参加時は、新型コロナ感染予防にご協力をお願いします。・体調のすぐれない方は
参加をお控え下さい。・感染予防対策として人数を制限することがあります。・感染の流行拡
大等により中止する場合があります。 

 

 

しゅか 

 

 

 
イベント スケジュール 

(1月＆2月)  
 

日 月 火 水 木 金 土 

1月 睦月   明けましておめでとうございます。 
１ 
元日 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 

 

8 9 
 

10 
 

11 
成人の日 
 

12 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

13 
 

14 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

15 16 
●地域内交通

検討会  
17 
★リサイク

ル・デー 
★住宅業者説明

会(裏面参照) 

18   
◆放課後 

子ども教室 

19 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 
●ノルディック散策 
 10:00-11:30（裏面参照） 

20 
 

21 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 
●スマートカフェ（※欄外) 

10:00-12:00、市民センター 

22 23 
★リサイク

ル ・デー 

24 
★リサイク

ル・デー 

25 
◆放課後 

子ども教室 

26 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

27 
 

28 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

29 
 

30 
 

31 
 あかしあ台とさくら坂の皆様にとって素晴らしい 1年となりますように。 

 
日 月 火 水 木 金 土

2月 
如月 

1 
◆放課後 

子ども教室 

2 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

3 4  
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

5 6 
 

7 
 

8 
◆放課後 

子ども教室 

9 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

10 
 

11 
建国記念の日 

12 13 
●地域内交通

検討会  
14 
★クリーン

デー 

15 
◆放課後 

子ども教室 

16 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 
●ノルディック散策 
 10:00-11:30（裏面参照） 

17 
 

18 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 

19 
 

20 
 

21 
★リサイク

ル・デー 

22 
◆放課後 

子ども教室 

23 
天皇誕生日 

24 
 

25 
●百歳体操（※欄外） 

10:00-10:30、カシの木公園 
●スマートカフェ（※欄外) 

10:00-12:00、市民センター 

26 27 
★リサイク

ル・デー 

28 
★リサイク

ル ・デー 
もうすぐ  春。 

 
※ピンクはまち協主催、緑はまち協連携、黒字は地域行事です。 

※「百歳体操」は、場所をカシの木公園に、時間を 10:00-10:30 に、内容を「からだすっきりストレッチ」に変更して行います。 

※スマートカフェは、場所をウッディタウン市民センターに、時間を 10:00-12:00 に変更いたします。 

※イベント内容、場所、定員、申込の要否、参加料等については、まち協ニュース 39 号(2020 年 9 月発行)をご覧ください。 

※最新情報は、まち協ホームページの行事カレンダー（裏面ご参照）でご確認ください。 
  

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（1・2 月は 10:00～12:00） 

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。 

・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。 

・駐車場台数は限られています。ご協力よろしくお願いします。 

・個人情報は、イベント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 41 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 1 月発行 まち協は市の交付金で運営しています 

12/26(土)から 1/7(木)までコミュニティハウスは冬季休館。 感染症拡大防止のため 2/28(日)まで貸し館業務は中止し、 
自治会事務所窓口は 10 時～12 時・13 時～16 時に時間短縮（平日・土曜)。日曜・祝日は休館。 

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


お知らせ・ご案内・ご報告・お願い・募集 など 

生活情報の お知らせ です。  
項 目 実施日など 1 月 2 月 

リサイクル・デー 
※ウエス（古着、古布類）の 

回収は再開しています。 

２・３・４丁目戸建て、ロイヤルヒルズ、１丁目社宅 第 3 日曜 17㈰ 21㈰ 

あかしあ台ハイツ、ハイツ第２、ガーデンコート  第 4 土曜 23㈯ 27㈯ 

1・5丁目戸建て、さくら坂戸建て 第 4 日曜 24㈰ 28㈰ 

クリーンデー 年 5 回の日曜、5・12・2 月は午前 9 時～、7・9 月は午前 8 時～ なし 14㈰ 

廃品回収サービス 
DCM ダイキ（けやき台）では、使用済み小型家電（パソコンなど）、廃食用油（使用済み 
サラダ油、天ぷら油など）の回収は現在休止中です。なお、小型家電はコーナン(すずかけ台)、
ケーズデンキ(けやき台)で、廃食用油はキリン堂(南が丘)で回収して頂けます。 

 

イベントの ご案内です。 ご参加お待ちしています。 
■【参加者募集】ノルディック散策 継続開催します！(主催：まち協） 

①日時：１/19(火)・2/16(火)、10:00～11:30   ②参加費：100 円/回  
③集合場所：カシの木公園（コミセン裏側）   ④申込：不要（当日受付） 
⑤持ち物など：マスク着用、飲み物持参。ノルディックの器具は貸し出します。 
⑥指導者：まんかい大塚インストラクター。 
⑦その他：30 分の「からだすっきりストレッチ」の後、散策に出発します。 

 

各種の お知らせ です。 
■「ながら見守り」活動が始まります。 

買物、犬の散歩、ウォーキング、花の水やり等の日常行動の際に、 
防犯の視点を持って子供の見守りを行う「ながら見守り」の活動が、 
あか小校区でも始まります。右のステッカー（車）やワッペン（人） 
が見守り者のしるしです。 

■毎年恒例の自治会どんど焼きは中止いたします。 
■2 丁目＜マイカルボーレグランド跡地＞の戸建住宅地区への変更に伴う業者説明会。 

①日時：1/17(日)10:00-11:00  ②場所：ウッディタウン市民センター大集会室 
③説明者：事業主（京阪電鉄不動産(株)・セキスイハイム近畿(株)）、設計者（Ａ＆Ｅプランニング(株)）  

地域のこれからを考える 2つの大切な活動の ご報告 です。 
■団体向け防災講演会(11/29) まち協 HP で講演の動画と講義録を公開中。（主催：まち協） 

地域内の各種団体にお声がけし、兵庫県立大大学院 馬場美智子教授に「災害から命と暮らしを守る-何が起こ
るかを想像して楽しく備える-」と題してご講演頂きました。参加者は、グリーンスクエア１名、ガーデンコー
ト１名、UR あかしあ台ハイツ４名、自治会３名、民生委員・児童委員４名、ふれあい活動推進協議会１名、防
災士２名、まち協３名、三田市他３名です。過去に大きな地震がなくても安心できないことやブラックアウト
（大規模停電）の怖さとともに、戸建住宅のみならずマンション等集合住宅向けの災害への備えについてもお
話頂きました。一人一人が地域の一員であることを自覚して近隣の人との関係性を築くこと、防災を日常に組
み入れて「ついでに防災」の感覚で楽しく取り組むことが大切であることを学びました。 

■「あかしあ台小学校区 地域内交通検討会」を開催中。（主催：まち協） 
高齢化による運転免許証の返還などに伴い、今まで通りマイカー主体の移動手段のもとで生活することが難し
くなってきています。本検討会は、三田市の地域内交通支援プログラムによる支援を受け、公共交通の見直し
とともに新たな交通手段の導入も視野に入れた地域内交通のあり方について考えることを目的として、11 月か
ら 5 回（毎月 1 回）の予定で開催中です。講義やグループ討議(11/21)に加え、12/12 にはバスを使った実際の
街中移動による「不便の体験」も行いました。三田市交通まちづくり課高寺課長による「三田市の交通の現状
と未来像」の講義内容をまち協 HP で公開中です。  

お願い いろいろありますが、よろしくお願いします！ 
■クリーンデー： 2/14(日)９時～ 今年度最後はバレンタイン・クリーンデーです。 

これまでの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。 
暖かい服装・新型コロナ感染予防にご留意頂き、体調不良時はご無理なさらぬようお願いいたします。 
感染拡大による中止の場合は、まち協 HP、自治会 HP、広報あかしあ(2 月号)でお知らせいたします。 

■まち協ニュースの配布ボランティアを募集しています。 
あか小校区全戸（約 3100 戸）に、このまち協ニュースを配布しています。 
「手伝ってもいいよ」と思われる方、まち協事務所にご連絡をお願いします。 

■草刈りボランティア(現在 16 名)も募集しています。 

■まち協ホームページの活用をお願いします。  
「まち協の行事カレンダー」へは、右の QR コードから直接アクセスできます。 

設定が上手くいかない方は、スマホご持参の上、まち協事務所においでください。 

気持ちよさそー 

2020.11.17体験会 
「平谷川散策」 



・イベント参加時は、マスク着用など新型コロナ感染予防対策にご協力をお願いします。 
・当日ご自宅で検温いただき熱がある場合や体調のすぐれない場合は参加をお控え下さい。 
・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。 

 

 

しゅか 

 

 

  

イベント スケジュール 

(3月＆4月)  
 

日 月 火 水 木 金 土

3月 
弥生 

1 
 

2 
●からだすっきりストレッチ
10:00-10:30 

3 
●あかしあクラ

ブ清掃活動 
9:00-10:00 

4  
●からだすっきりストレッチ

10:00-10:30 

5 6 
 

7 
 

8 
 

9 
●百歳体操 9:10-10:00  
●パソコン･カフェ 9:30~11:30 

10 
 

11 
●百歳体操 9:10-10:00 
●健康うたごえｶﾌｪ 10:00~11:30 
 

12 13 
◆さくらんぼ 
●地域内交通 

検討会 
14 
 

15 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 
●踊りを楽しむ集い 10:00~11:30 
 

19 
 

20 

春分の日 

21 
★リサイクル・デー 

22 
 

23 
●百歳体操 9:10-10:00 
●スマートカフェ 10:00~11:45 

ウッディタウン市民センター 

24 
 

25 
●百歳体操 9:10-10:00  
●からだすっきりストレッチ

10:00~11:30 
●俳句を楽しむ会 10:00-11:30 

26 27 
★リサイクル・デー 

28 
★リサイクル・デー 

29 
 

30 
●百歳体操 9:10-10:00 
 

31 
 1年がたって、また春が来ました。 

 
 

日 月 火 水 木 金 土 

4月 卯月 新しい門出、おめでとうございます。 
１ 
●百歳体操 9:10-10:00 
●健康うたごえｶﾌｪ 10:00~11:30 

2 
 

3 

4 
 

5 
 

6 
●百歳体操 9:10-10:00 
●スマートカフェ 10:00~11:45 

コミュニティハウスに戻ります 

7 
●あかしあクラ

ブ清掃活動 

9:00-10:00 

8 
●百歳体操 9:10-10:00 
●からだすっきりストレッチ

10:00~11:30 

９ 10 
◆さくらんぼ 

11 
 

12 
 

13 
●百歳体操 9:10-10:00  
●パソコン･カフェ 9:30~11:30 

14 
 

15 
●百歳体操 9:10-10:00  
●踊りを楽しむ集い 10:00~11:30 
●あかしあサロン寄り道 

14:00-15:30   

16 17 
●あかしあクラブ

総会 10:00 から
コミュニティ 
ハウス 

18 
★リサイクル・デー 
 

19   
 

20 
●百歳体操 9:10-10:00  
●ノルディック散策 

10:00-11:30 

21 
 

22 
●百歳体操 9:10-10:00  
●俳句を楽しむ会 10:00-11:30 

23 24 
◆さくらんぼ 
★リサイクル・デー 

25 
★リサイクル・デー 
●自治会定時総会 

14:00 から WT
市民センター 

26 
 

27 
●百歳体操 9:10-10:00  

28 

 

29 

昭和の日 
30 

 
  

 

※ピンクはまち協主催、緑はまち協連携、黒字は地域行事です。 

※イベント内容、場所、定員、申込の要否、参加料等については、まち協ニュース 39 号(2020 年 9 月発行)をご覧ください。 

※最新情報は、まち協ホームページの行事カレンダー（裏面参照）でご確認ください。 
 

 

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（1・2 月は 10:00～12:00） 

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。 

・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。 

・駐車場台数は限られています。ご協力よろしくお願いします。 

・個人情報は、イベント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 42 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３月発行 まち協は市の交付金で運営しています 

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


 

案内(募集)・お知らせ・ご報告・お願い など 
 

生活情報の お知らせ です。 
項 目 実施日など 3 月 ４月 

リサイクル・デー 
※ウエス（古着、古布類）の 
回収は再開しています。 

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㈰ 18㈰ 

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㈯ 24㈯ 

1・5丁目戸建て、さくら坂戸建て 第 4 日曜 28㈰ 25㈰ 

クリーンデー 年 5 回の日曜、5・12・2 月は午前 9時～、7・9 月は午前 8 時～ なし なし 

廃品回収サービス 
DCM ダイキ（けやき台）では、使用済み小型家電（パソコンなど）、廃食用油（使用済み 
サラダ油、天ぷら油など）の回収は現在休止中です。なお、小型家電はコーナン(すずかけ台)、
ケーズデンキ(けやき台)で、廃食用油はキリン堂(南が丘)で回収して頂けます。 

 

イベントの ご案内です。 ご参加お待ちしています。 
■【新規・参加者募集】 「俳句を楽しむ会」のお誘い （主催：まち協） 
4 月から月 1回、コミュニティハウスで「俳句を楽しむ会」を開催する予定です。先生（指導者）はいません。 
皆で一緒に俳句を学び、作って、楽しみましょうという集まりです。ご興味ある方はまち協までご連絡下さい。 

■【継続・参加者募集】 「ノルディック散策」 （主催：まち協） 

①日時：毎月第 3火曜、10:00～11:30   ②参加費：100 円/回   ③申込：不要（当日受付） 
④集合場所：カシの木公園（コミセン裏側）  ⑤指導者：まんかい大塚インストラクター 
⑥持ち物など：マスク着用、飲み物持参。ノルディックの器具は貸し出します(ただし 15 セット限定)。 
⑦内容：30 分間の「からだすっきりストレッチ」の後、1 時間の散策に出発します。 
⑧お願い：必ず家で検温してからご参加下さい。 

■【新規・参加者募集】 「からだすっきりストレッチ」 （主催：まち協） 
1 月、2 月に百歳体操の代わりとして実施した「からだすっきりストレッチ」を月 1 回で本格開催します。 
①日時：毎月第２木曜、10:00～11:30（3 月は第４木曜）  ②参加費：100 円/回   
③申込：不要（当日受付）  ④場所：コミュニティハウス集会室（不可の場合はカシの木公園） 
⑤指導者：まんかい大塚インストラクター  ⑥お願い：必ず家で検温してからご参加下さい。 
 

お役立ち情報を お知らせ します。  

■リサイクル・デーは雨天決行！ 回収品は濡れていても大丈夫！ 
リサイクルは雨でも実施します。全ての回収品は濡れていても大丈夫とのことですので、普段通りの時刻に、 
見えやすく道路から手の届く場所にお出し下さい。 
（各種警報発令時や車がスリップするような積雪時は中止します。自治会 HP でご確認下さい。） 

■高齢者のお困りごと相談窓口「あかしあサポート」では、 
「お互いさまの心でよりよい地域を作りましょう！」を合言葉に、簡単な大工仕事、草刈り・庭木の剪定、 
買い物や通院などの外出のお手伝い、などの生活支援活動を行っています。 
65 才以上ならどなたでもワンコイン 500 円でご利用可能です。ご希望の方は、まち協事務所にご連絡下さい。 

 

いろいろありますが ご協力を お願い いたします。 
■私有地の通り抜け、私有地への不用の立ち入りはお控え下さい。 

マンション等の敷地は私有地です。通り抜け、ゴミ・タバコのポイ捨て、犬のフンの放置、自転車の危険運転 
などお控え下さい。地区の皆が気持ちよく暮らせるよう、よろしくお願いいたします。 

■ボランティアを募集しています。 
このまち協ニュースは、あか小校区全戸（約 3100 戸）に 
ボランティアによって配布されています。ご協力頂ける方が 
いらっしゃいましたら、まち協事務所にご連絡をお願いします。 
草刈りボランティア(現在 16 名)も常時募集していますので、 
よろしくお願いいたします。 

■ホームページをご活用下さい。  
「まち協の行事カレンダー」は、 
QR コードから直接アクセスできます。 
設定が上手くいかない方は、 
スマホご持参の上、まち協事務所に 
おいで下さい。 

 街のお役にと、このくらいなら 
出来そうかなと思いまして。 

 
ポスティングで 6000 歩 
歩きました。 

 
お散歩のルートなので 
ついでに配っています。 

 
ポスティング参加者からのお声の一部です。 

 


