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2020 4月 (予定は変更|こなることがあります。)

_春のあか しあウオーキング

〈あかしあ台体育振興会)

5日 (日 )集合 9100カ シの木公園 (コミュニ

テイハウス裏)(実施予定)

事前申し込み不要、参加費無料、小雨決行

共催 :自治会、健康推進員、ふれあい活動推進協

議会、スポーツクラブ21

″あかしあつ子広場
′″11日 (■ )・ 18日 (上 )

さくらんぼ (コ ーラス)(実施予定)

_あかしあサロン ～喫茶「寄り道」～

<あかしあ台校区ふれあい活動推進協議会>
16日 (本)14i00～ 16:00
コミュニティハウス  (中止決定)

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～

<まち協コミカフェイベント>
～あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会～

下記のすべての行事は4月 30日 まで中止と決定
しました。

カフェオープン火曜・水曜 10100～12:00
(場所 iコ ミュニティハウスイ階ロビー)

■百歳体操 毎週央曜/毎週木曜
■大人のぬり絵■パソコン・カフェ■スマートカ
フェ■健康うたごえカフェ■踊りを楽しむ集い■

男の茶道■健康ふれあい麻雀カフェ
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珍リサイクル・デー く自治会環境部>
19日 (日 ) 8:30ま で

2・ 3・ 4丁目戸建、ロイヤルヒルズ、 1丁 目社宅
25日 (土) 8100ま で

あかしあ台ハイツ・ハイツ第2・ ガーデンコート

26日 (日 ) 8:30ま で 1・ 5丁目戸建、さくら坂戸建

2.020年度 (第 32回 )あかしあ台自治会定時総会
19日 (日)14:00～16:00(実施予定)

会場 :ウ ッディタウン市民センター2F大集会室

4月 5日 (日 )の役員会で開催の可否を決定し、4月 9日 (本 )

事務所発送で給会議案書 (開催可否逼知同封)をお届けします.

懃おしゃべリカフェ <自治会コミユニケーション部>
12日 (日) 13:00～ 15100 コミュニティハウス
～ウクレレグループとステキなフラダンス～ (中止決定)

専門部会・ 役員会
く会長・副会長・専門部長・会計監査役>
5日 (日 )イ 5130～ 17:30 コミュニティハウス (実施予定)

18日 (■ )1530～ 17:00コ ミュニティハウス (実施予定)
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●新型コロナウイルス感染予防のためコミュニ

テイハウスでの貸館業務及び行事を下記の期間

中止します。

4月 1日 (水)～ 4月 15日 (水)

なお、自治会事務所は平常通り窓□業務を行
つています。4月 16日以降につきましては、
自治会HP、 コミュニティハウス前掲示でお知

らせします。(あかしあ台自治会事務所)
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新型コロナウイルスに遭遇して

あかしあ台自治会では、新型コロナウイルスに対して、住民の皆様への感染防止にどのように対応

するか。具体的には、あかしあ台コミュニティハウスの利用者から感染者を出してはならないという

強い決意から対応することになりました。以下、その経過を報告します.

新型コロナウイルスヘの自治対応の経過

昨年の 11月中旬 |こ 発生 した新型コロすウイ

ルスは、中国武漢で猛戚を′S、 るっています。日本

国内では、1月 16日 |こ武漢への渡航歴のある

旅行者から初めて感染者が発生。さらに 1月 29
日 |こ は武漢から日本人 209人 を乗せたチャー

ター機 1号が羽田に到着 しました。2月 3日 に

は、クルーズ船ダイアモン ド・プリンセスが横浜   マスクチで書まする3月 22口 の臨雌 員会

港へ入港 し、2月 25日 には、国内の感染者は 140人 (ダイアモン ド・プリンセスを除く)に達

しま した。

あか しあ台自治会では、2月 25日の厚労省専門家会議の提言を受けて、役員会で打含せ 2月

28日発送の広報あか しあ 3月号への挟み込みチラシ・ HP・ ハウス前掲示で、「新型コロすウイ

ルス感染防止に向けて～3月のコミュニティハウス行事の中止のお知らせ」を全会員へ配布 しま

した。3月 1日 (水)～3月 21日 (上)の自治会のおしやべりカフェ・班会務説明会・ ふれあ

い協の子育てサロン・ あか しあサロン、まち協の百歳体操・ コミュカフェ・ ランチ等が中止とな

りました。

その後、三田市では、3月 6日 。14日・ 18日 |こ 感染者の発生が発表となり、3月 19日 (本 )

に厚労省の専門家会議から 2回目の提言が発表されま した。再び自治会役員で打含せ、3月 23

日 (月 )～3月 31日 (火)を閉館とし、自治会事務所の窓□業務も停止 し臨時電話で対応する

ことにし讀した。

さらに、3月 22日 (日 )の臨時役員会で今後の対応を協議、大阪に日々通勤する役員からは、

大手企業での厳 しい対策の実例も報告され、4月 1日 (水)～4月 15日 (水)のコミュニティ

ハウスでの行事および貸館業務の停止を決定 しました。自治会定時総会も 4月 19日 (日 )|こ控

えており、開催の可否については、今後の感染拡大の状況を見極め、4月 9日 (木)発送の議案

書と共にお矢□らせ します。開催中止となつた場合は、議決票による承認・不承認をお願いします。

感染症への危機管理

我々の身近にある感染症への対応については、インフルエンザの際の小中高等学校の学級・ 学

校閉鎖があり、それらの効果 |こ ついては科学的にも立証され、広く活用され効果をあげています。

しか し、今回の新型コロすウイルスにつきましては、瞬く間 |こ 世界へ広がり、医療の整つている

はずの先進国で猛威を振い、医療体制を崩壊させています。あか しあ台自治会には、消毒液の多

少のストックはあつたものの、マスクについては考えが及んでいませんでした。次年度へ向けて、

感染症に対する対応を考え、防災への予算化を強化する予定です。



リング道路街路樹のあり方検討会報告

昨年 10月から取り組みました 4回にわたる検討会では、21名の検討委員

の万々、1労聴にお越 しいただきました方々に真剣にご議論いただき、ありがと

うございました。4回の勉強針 現地見学会・ 検討会の中から、意見の隔たり

もすくなくなり、共通認識も芽生え、何とか先への方向性が見えてきたかのように思います。

ところで、3月 22日 (日 )実施予定の「第 5回リング道路街路樹のあり万検討会」の年度内

実施が、新型コロすウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。3月 10日に、三田市役

所で、まちづくり技術センターのコーデイネーター辻先生・人と自然の博物館の赤澤先生・三田

市道路河川課長・公園みどり課長とも本目談し、本年 2019年度の検討会はこれまでの 4回の検

討会で、一定の方向性が見えたとして、一旦区切りを付け報告書を提出することになりました。

最後の検討会を持つことなく終えることは残念ですが、兵庫県の「景観形成支援事業景観まちづ

くリアドバイサー派遣事業」の支援を受けて実施している関係で、年度を超えることが制度的に

できません。

市との協議の結果、新たに、次年度へ向けて本年度の検討会をそのまま継承する形で、さらに、

街路樹計画に豊かな経験を持つ専門家を加え、より緻密な今後のリング道路街路樹のあり方のん

針を作成する方向で再出発する予定です (経費については、三田市が予算化予定)。

次年度検討会の開催への詳細がきまりましたら、また、ご報告いたします。

最後に、検言」会で熱心|こ ご検討いただきました 3丁目の村上勝廣様がこの 1月 にお亡くなり

|こなりました。ご冥福をお祈りいた します。

各議中の11■■会 {あ

`.tら
台コミュニティ′ヽウス,

あかしあ台自治会事務スタッフ募集
あかしあ合自治会会員の方で、コミュニティハウスで自治会

のお手伝いをしていただく方を募集いたします。

仕事内容 窓口・電話でのお問い合わせ対応、書類作成
PC作業等一般事務、自治会行事のお手伝い、

館内の簡単な清掃作業

勤  務 週2～ 3日 程度(原則)

勤務時間 9100～ 17100(昼休み有)

給  与 あかしあ台自治会給与規程によります
*履歴書(JlS企画・写真添付)を 自治会事務所にお届けください.

*詳細は.自 治会事務所 (電話565-2870)まで、

お気軽にお問い合わせください。
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れかしめ台』ヽ学校感謝のつぱい

日時

場所

2月 13日 (木)

あかしあ台小学校体育館

あかしあ台小学校は、3年前に文科省よリコミュニティスクールに指定され、地域住民とともに子ども達の

教育を行う学校として位置づけられ、その内容も年ごとに充実してきました。あかしあ台小学校区から、また、

少数ですが他地1。支からも約 120名の学校支援ボランティアが登録されており、スクールコーディネーター
'J｀

学校との間の調整役となり活動しています。子ども達の登下校見守り、授業 (図工・ ミシン・器楽など)サポ

ート、本の読み間かせ、平和学習、あかしあつ子広場 (放課後子ども教室)、 花植、除草作業などなど、その範

囲は多方面にわたります。

2月 13日 (木)1時間目に全校生徒・先生と招待されたボランティア約 35名が体育館に集まり、あかし

あ台小学校の「感謝のつどい」が開催されました。1年生の肩たたき・手もみのブレゼントから始まり、手作

りのカレンダー・ハンガー・ お守りなど、大きな袋いっばいのフしゼントをいただきました。歌のプレゼント

もあり、終始和やかな雰囲気が体育館いっぱいに漂いました。

ボランティアが入場と退場の折りにくぐつた花のアーチも素敵でした。新型コロナウイルスで突然授業がな

くなり顔を合わせる機会も少なくなりましたが、健康に気をつけお互いに元気に過ごしましょう。
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:あかしあ台自治会事務所 あかしあ台コミュニティハウスあかしあ台1丁目50-3
1開館時間 9:00～ 12 ЮO・ 13100～ 17100(日 曜祝曰開館)Te1 079-565-2370 Fax 079-565-7055
: メー,レ i abshla101ittk zao ne lo

あかしあ台自治会ホームベージ bュp:■LkttL!iaヱo55 xsrv」 p/

2020年 6月末日まで悧 日の際はこの紙面をこ掟示ください。

通,=415粘 1.525円  2.025円に
お出かけ前点検をフうスして
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お会計に|こ このヘージをご提示いただき、
とちらの

'寺
典を受けるかお伝えください.

有舟班間 :2020年 7月 31日
(理間内、何度でも利用可)

中基 レス トフン

バーミヤン 三田ウッディタウン店
三5■ けやさ台 1丁 ヨ6-2 ■079-569-7211

自治会員様
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