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ゴミステーションネット補修キットの貸出を

行つています。補修が必要なときは自治会

事務所にお申し出ください。
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いきいき百歳体操

9:10^V10100

公園ス トレッチ

10100^、′10130

健康うたごえカフェ

10:00へ 1́1:30

2 3燃やすごみ

レイル予防教室

14:00～ 15100

4

9:30～ 11130

しあシネマ

おしゃべりカフェ

13:30～ 14:30
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いきいき百歳体操

9:10～ 10100

E njoyス トレッチ

10:00～ 11130
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建国記念の日

12 13 空き瓶・スプレー缶

子ども教室
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いきいき百歳体操

9:10^ 10:00

公園ス トレッチ

10:00´ヤ10130
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9130′ シ`11130

カー ドゲーム

10100へ■1:45
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13:30´ -16:30
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俳句を楽 しむ会
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あか しあサロン

14:00´▽15:30

16 17燃やすごみ

子ども教室

10100 Vll:30
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18

19 20ペツトボトリレ 21燃やすごみ

いきいき百歳体操
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ノルディック散策

10100^11:30

22

ふれあい麻雀

13:30´ 1ヽ6:30

23燃やさないごみ

天皇誕生日

24燃やすごみ

さくらんば

10:00～ 11:30
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子ども教室

15100^ψ 16115

27 28燃やすごみ

いきいき百歳体操

9:10～ 10:00

公園ス トレッチ

10:00～ 10:30

ふれあい麻雀

13:30～ 16:30
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地域全体の活動

健康推進員

自治会行事

まち協行事

あかし

ふれあい活動推進協議会

あかしあサポート

体育振興会

コミュニティ八ウス

あかしあ台小学校

カシの木公園

あかしあ台公園

はじかみ池公園

あかしあつ子広場

(放課後子ども教室)

開催場所

金ウサイタルデ|(時間厳守でお願いします)

2月 19日 (日 )8:30まで  雨天実施・肇報中止

2・ 3・ 4丁目戸建 。ロイヤルヒルズ 。1丁 目社宅

2月 25日 (土)8:00まで

あかしあ台八イツ・ハイッ第2・ ガーデンコー ト
市

ごみ

収集日

燃やさないごみ 第2・ 4木曜日

ペツトボトル  第3月 曜日

空き瓶・スプレー缶 第2月 曜日

2月 26日 (日 )8:30まで

1・ 5丁目 。さくら坂戸建

‐
奎タリーンデー 2月 12日 (日 )9100～ 雨天中止

極寒の時期ですが、防寒の上、リング道路 。近隣公園

家の周 りなどの清掃作業をお願いします。

集積ステーションで環境部の担当者がゴミ袋を配布 し

ています。多くの方々のご参加をお願いいたします。

目あかしあシネマ2月 4日 (土)9:30～ 11130 申込不要

「引つ越し大名」 主演 :星野源・高橋一生

監督 :犬童―心2019作品

フレイル予防教室 2月 4日 (土)14:00～ 15100
「ヨガでリラックス」水王京子先生         申込締切済

(日 本ヨガ普及協会インス トラクター)

目お||べリカフェ 2月 5日 (自)|■3130ん 14:30
「みちみちミッチーのマジックショー」小山田光正氏 申込不要

::|あかレあサロン 喫茶寄り導7■ |11,日 (本)14109γ■事

“
「アンサンブル・シュシュさんのすてきな歌声」 参加費 :200円

※場所 :いずれもあかしあ台コミュ
=テ

ィ八ウス集会室   申込不要

園躙漑|1靱鰈1鰈 3月 5日 (日 )10100～ 11130
場所 :ウッディタウン市民センター大集会室

2023年度新班長様への会務説明会です。ご参加の予定、
ろしくお願いいたします。
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2 (予定は変更になることがあります。ホームページからお知らせします)
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ふれあい麻雀

13:30～ 16130

14燃やすごみ



11令和5年 1月

1月 8日の日曜日、恒例の「どんど焼き」はコロナ禍の昨年に続き今年も開催されました。 当日は風も穏やかで晴天に恵まれ、ベビ カーを押 した若いフ ァ リーや年配のご夫婦など多くの方々が来場されました。「どんど焼き」は正月飾りを 印に家 |こきてくださつた年神様を 正月飾りや縁起物を燃やした煙とともに見送るという意味もあるそうで、 1年の商売繁盛、五穀豊穣、無病息災、家内安全を祈願するものです。持ち帰つた灰を自宅の庭に撤 くことでご利益を授かるとされていることから灰を持ち帰る方もおられました。
ウ■ヨ,コ l

↑田つ l は昨年までの豪華な特賞から参加賞のような格差をな くし、賞品は全て一般的なお菓子や食品などに変わ りました。また、小学生以下のお子さん全員にお菓子がプレゼントされました 焼餅、ぜんざいのサービスは昨年同様無 しでしたが御神酒は復活していました 。

事前準備から当 の運営、片付けまでご尽力いただいた関係者の皆様たいへんありがとうございました。‐
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日日寺:1月 8日 (日 )13:30へ′14:30
場所 :コ ミュニティ八ウス 集会室

主催 :あかしあ台自治会

コミュニケーシ∃ン部

4年ぶりに寿会の皆さんに出演して頂き、日本の伝統楽器の三味線に合わせて 1月

1日から始まり12曲を参加者20名で一緒に歌いました。歌い手の道坂託治郎さんと

小谷華子さんの素晴らしい歌声と、三味線の美しい音色が相いまつた演奏に魅了さ

れました。黒田節と武田節は、道坂さんの詩吟が入り、独特の節回しと豊かな声量

に感動しました。

寿会は代表の本村奎子さんが立ち上げられ 13年になり、毎週土曜日フラワー市民

センターでお稽古に励まれ、毎年10月 に発表会をされています。

次回は2月 5日 (日 )13時30分～「みちみちミッチーのマジックショー」です。

達家会長もマジックを披露してくださいます。皆さんお楽しみ |こ !

日日寺 :1月 19日 (ラヘ)14:00～ 15:30
場所 :コ ミュニティ八ウス 集会室

主催 :あか しあ台校区ふれあい活動推進協議会

1月 のあかしあサロンは、「健康うたごえカフェ」で歌謡指導されている野村佳代先生をお迎えし、高齢者の集いの場
として、35名の参加のもと楽しい催しと歌ごえで、まるでミユージカルを演じておられるようでした。
演じられた内容は、

①カラーの手袋をはめて「3分間クッキングのテーマ曲」にあわせた手あそび

②「あわて床屋」の童謡にあわせたパフオーマンス

③八ンドベルで「たき火」の演奏

④ウッディタウン市民センターの社協の浜田さんと西木さんが脚本を作られた認知症の方の接し方をテーマにした

寸劇を演じられました

⑤先生が和服をアレンジして作られた服のフアシ∃ンシ∃一が行われました

⑥「大阪ラプソディー」に合わせた踊りなど

を次々に皆さんで演じられ、参加された皆さんも一緒になつてたくさんの歌を歌い、楽しいひと時を過ごされました。

次回は、2月 16日 (木)14:00～ 15:30「アンサンブル・シュシュさんのすてきな歌声と楽しくおしゃべり交流会」で

す。多くの方の参加をお待ちしています。
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2022年 12月 25日 13:30～ 16:00  31名参加 司会 :内布茂充事務局担当

ウッデイタウン市民センター大会議室

森本真由美 あかしあ台小学校長

藤滝義文三 田市危機管理課主幹

近江功 ウッディタウン市民センター長

浜田明日香 ウッディタウン地域包括支援センター専門職員

京都大学防災研究所巨大災害研究センター長 畑山満則教授

地域住民と連携した自主防災活動について

～自主防災活動に係わるアンケート調査結果を踏まえて～

基調講演

テーマ

詳しくはQR
コー ドより
防災HPヘ

「あかしあ台小学校区自主防災のあり方検討会」のご指導を戴いている京大防災研の

畑山先生の講演会の第二弾です。昨年9月 に実施された「あかしあ台校区自主防災会検

討会のアンケート調査」の結果を踏まえながらご請演いただきました。「八ザードマッ

プの想定を超える災害」「安心な地域であるために、住民の防災意識が二極化してい

る」「日頃の行事等の中に防災を意識したものを付加すれば」「避難所のス トックを踏

まえた避難行動のあり方を心がける」「共助は日頃からのご近所とのコミュニケーショ

ンから」「災害時の情報の入手はどこから」等々。講演の後、6つのテーブルに分かれ

て、「災害予防・一時避難をテーマに、自助・共助 。公助の観点を取り入れワーク

シ∃ップを開きました。「自助」「公助」をつなぐ自主防災会のあり方「共助」を意識

し育てることが求められています。

「地域情報誌あかしあ 2月号 (本号)」 (こ あわせて、2022年 5月 に実施しました街路樹に関するアンケー ト調査
の結果報告を配布します。アンケー ト調査へは、1044名の方々からの貴重なご回答が寄せられました。特に、最後
の自由意見欄へは多くの皆さまから長文のご意見が書き込まれており、

住民の皆さまのニセアカシアヘの並々ならぬ想いを感じました。

老木化・根上がり 。腐朽の進む樹木も多く、やむなく外側歩道の二

セアカシアより順次樹種転換を進めることになりました。約90%の方
々からご賛同の回答をいただくことができました。

樹種転換につきましては、検討会で熟慮した結果、セイヨウボダイ

ジュヘの転換を進めることになりました。近辺では、神戸市西区学園

東町4丁目や神戸市中央区 トーアロー ド南半分に植栽されています。

右の写真は東京銀座並木通りのセイ∃ウボダイジュの並木道です。小
ぶりの八― 卜型の葉つぱで秋の紅葉は美しい。初夏に咲く黄色の花は

微香があり「コモンライム」の名で八―ブとして流通します。日本名
シナノキ、シューベル トの歌曲「菩提樹 :リ ンデンバウム」でも歌わ

れ、世界中の人々から愛されている樹木です。

三田市道路河川課では、次年度へ向けて外側歩道の改修工事を進め

るべく準備を進めています。詳しい情報は右のQRコードより。

あかしあ台街路樹の

あり方検討会木―ム
ページQRコ ー ド

祠
東京銀座並木通りの

ボダイジュ

三田市街路樹の適正

な育成・管理基本方

針QRコ ー ド

スマホより右
記のQRコー
ドを読み取
りHPをご活
用ください
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自治会
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電話・FAX:079-501-0082 メーリレ:matikyo@jcom,zaq.ne.Jp HP:https://www.machikyo― akashia.com/

あか しあ台自治会 あか しあ台自治会事務所 (〒 669… 1323あかしあ台 1丁 目 50-3)
開館時間 9:00～ 12:00・ 13:00～ 17:00(日曜祝 日閉館 )

電言舌:0フ 9-565-2870 FAX:079-565-フ 055メ ール :akashia@jttk.Zaq.ne.Jp HP:https://www.akashiadal.org/
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