
注 意

を
２０２1   ２月（予定は変更になることがあります）

あかしあサロン（ふれあい推進協）

２月１８日（木）
10 時～10 時半 カシの木公園

百歳体操の皆さんとご一緒に

からだすっきりストレッチリサイクルデーの実施（再生資源ごみ回収運動）

・２月２１日（日）8:30 まで       （環境部）

２・３・４丁目戸建、ロイヤルヒルズ、1 丁目社宅

・２月２７日（土）8:00 まで

あかしあ台ハイツ・ハイツ第２・ガーデンコート

・２月 2８（日）8:30 まで

１・５丁目戸建 さくら坂戸建

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
開館時間 9:00～12:00・13:00～17:00（日曜祝日閉館）Tel.079-565-2870 Fax.079-565-7055  
メール：akashia@jttk.zaq.ne.jp  ＨＰ：https://www.akashiadai.org/ 新 HP は QR コードから→

２月のまち協および関係団体実施行事
百歳体操（火・木）10:00～10:30カシの木公園
ノルディック散策２月１６日（火）

10:00～11:30カシの木公園
スマートカフェ２月２５日（木）

10:00～12:00 ウッディ市民センター

自治会 専門部長会・役員会

２月７日（日）13:30～14:30～15:30 集会室

No.２64

2021 ２月号

２月回覧板は感染予防のため中止

します。右の QR コードからご

自治会 HP をご確認ください。

２月自治会中止行事

２月のおしゃべりカフェ・あかしあシネマは、新型コロ

ナ感染予防のためおやすみします。

STAY HOME!
大阪・神戸への通勤者や通学者、高齢者がおら

れるご家庭では、新型コロナ感染防止へ細心の注

意をはらっておられることでしょう。三田市でも

徐々に感染拡大が進んでおり、１月 20 日現在、

感染者の累積は 169 人に達しています。高齢者

の皆さまには、特にお気をつけください。三田市

民病院もコロナへの対応に積極的に取り組んで

います。あかしあ台自治会では、12 月 8 日より

コミュニティハウスの利用制限で貸し館業務を

停止していますが、感染がもう少し沈静化し、コ

ミュニティハウスの施設・設備のコロナ

対策が整い次第、利用制限を順次解除す

る予定です。もうしばらくご辛抱くださ

い。

あかしあ台コミュニティハウス利用制限
（貸し館業務停止）・自治会窓口業務時間

のお知らせ
利用制限期間：12 月 7 日（月）～2 月 28 日（日）

自治会窓口（月～土）10 時～12 時 13 時～16 時

利用制限の変更・解除はホムページからお知らせします

１０月２日（金）・１０月１６日（金）の２日間、あかしあ台小学校２年生の「まち

歩き」がありました。一グループ５人ほどに分かれて、学校ボランティア延べ 50

名の皆さんから、地域の色々なことを教えてもらいながら、コミュニティハウウス

や公園をまわる試みです。子ども達は、毎日の通学路や家の近くの公園のことはよ

く知っているようですが、普段訪れることのない自宅から離れた小公園やあかしあ

2021 年度班会務説明会（自治会事務局）
次年度班長の方への班会務説明会を下記の日程で
開催します。新型コロナ感染症の状況によっては
中止させていただきます。広報あかしあ 3 月号の
配布の際に再度ご連絡いたします。
日 時 ３月７日(日)10:00‑11:30  
場 所 ウッディタウン市民センター大集会室

2 月 14 日（日）9:00～クリーンデー中止のお知らせ

新型コロナ感染防止のため中止します。（環境部）

あかしあ台治会「非常食」の共同購入と配布

日時：1 月 16 日（土）10：00～15：00

場所：コミュニティハウス 玄関及び駐車場

主催：あかしあ台自治会

11 月 15 日のあかしあ台防災訓練が行われた際に、防災用品として「非常食」

が展示されました。あかしあ台は、水害・地震等の災害に強い地域と言われて

いますが、他地域の災害に伴う電気・ガス・水道・交通機関等のライフライン

の途絶が起こるかもしれません。そのような時に、各家庭においても食料の備

蓄は、最低 3 日分が必要と言われています。そこで自治会から各戸に「非常

食」を 1 食分配布し、お試しいただいて、更に希望される方の「非常食」を自

治会が共同購入を行いました。

1 月 16 日にあかしあ台コミュニティハウスにおいて、共同購入された約 200 戸の皆さんが「非常食」を引

き取りに来られました。当日は、小雨の降る寒い日でしたが、コロナ禍の中でもあり、密集を避けるため配布

時間帯も 10 時から 15 時と長くし、車で来られる方は、駐車場でドライブスルーでお渡し、歩いて来られる

方は、玄関でお渡しするなど感染拡大防止策が徹底されておりました。来られた皆さんは、安心して引き取り

が出来ますと、たいへん感謝されておりました。いただいた

「非常食」の共同購入から配布まで世話をして自治会の皆さんありがとうございました。

台の様子に興味津々！楽しそうに見学しました。先日、91 名の子ども達からお世話になっ

たボランティアの皆さんに感謝のメッセージが届きました。コミュニティハウスのホール

に掲示しています。コロナで利用者もほとんどありませんので、ここで紹介します。しばら

く掲示しておきますので、コロナがおさまりましたら是非見に来てください。

あかしあ台小学校 2年生から「まち歩き」の感謝の手紙がとどきました

コロナの感染状況により行事等が中止になる可能性がありま
す。新ホームページからお知らせします。

広報
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コミュニティハウス貸し館業務中止〔12/7（土）～2/28（日）〕
自治会事務所窓口業務（月～土）10時～12時・13時～16時



2 丁目グランド跡地の都市計画提案説明会が開催されました

冬の朝の暖かい陽ざしが差し込むカシの木公園にいつものメンバー等 35 名が集まり、「まんかいＦｉＴ」

の大塚インストラクターの指導によりストレッチ体操が始まりました。

今回は、コロナ禍のなか、コミュニティハウスの利用が制限されていることからふれあい協の「あかしあサ

ロン寄り道」とまち協の「いきいき百歳体操」が一緒に屋外で体を動かそうと企画されました。参加された皆

さんは、マスクを付け、ソシアルディスタンスをとり、30 分間のストレッチ体操に汗をかかれました。終わ

りには、飲み物ときれいな花をいただきました。お世話をいただいたみなさんありがとうございました。

次回は、2 月 18 日（木）10：00～10：30 カシの木公園です。ぜひ多くの方の参加をお待ちしています。

○都市計画法に、土地所有者等は都道府県・市町村に対し都市計画の変更を提案できる制度があります。この制

度による 2 丁目グランド跡地（あかしあ台 2 丁目北バス停後ろ=西側）の地区計画変更説明会が 1 月 17 日（日）

ウッディタウン市民センターで開かれました。

○同地は地区計画上［公益・特定業務地区］であり、平成 5 年マイカルが研修施設として建設利用した後、撤退

売却しました。その後の所有者は公益的な土地利用や商業施設等の誘致を図りましたが、使用ニーズがなく断念

しました。そして、現在は京阪電鉄不動産とセキスイハイム近畿が所有者で、都市計画提案制度により［公益・

特定業務地区］から［戸建て住宅地区―Ⅰ］への地区計画の変更を三田市と協議しています。

○計画素案のあらましは、次のとおりです。

１） 計画概要（三田市あかしあ台 2 丁目宅地造成計画）

［所在地］三田市あかしあ台 2 丁目 19 番 126 他（地番）

［用途］戸建て専用住宅（分譲） ［戸数］６２戸

［事業主］京阪電鉄不動産 セキスイハイム近畿

２） 土地利用計画 ［開発区域］16,389 ㎡ ［宅地］10,932 ㎡

３） 事業スケジュール（現在の想定工程表）

2021．1～3 月 事業主が三田市と地区計画変更事前協議 ※

2021．3～10 月 都市計画審議会及び地区計画変更協議

2021．10～12 月 都市計画法開発許可

2022．1～2023.3 造成工事

※この提案は、現在計画立案・地元調整の段階であり、事業者は提案対象区域周辺地域の土地所有者等や住民へ

の周知、意見集約や反映に努めています。

日時：1 月 17 日（日）10：00～11：00

場所：ウッディタウン市民センタ－ 大集会室

主催：京阪電鉄不動産（株）・セキスイハイム近畿（株）

現状 造成後完成イメージ

ムクドリ

（説明資料より抜粋）

日時：1 月 21 日（木）10：00～10：30

場所：カシの木公園

共催：ふれあい推進協議会・まちづくり協議会

からだすっきりストレッチ体操＆いきいき百歳体操

卵のう(真っ白で丸い)はスプレーの効きが弱いので、踏みつぶすなどで駆除。（市では駆除は行っていません。）

万が一、咬まれた場合は、咬まれた部位を直ぐに水で洗って清潔にし、医療機関に相談してください。

可能であれば咬まれたクモを殺して持参すると、より適切な治療につながります。

どうぞ、お気をつけください。

3 丁目付近の溝でセアカゴケグモを発見された報告がありました。（他地域で

は排水溝の側面や側溝盤の裏、庭石・プランターなどでも見受けられる。）

素手で触らない限り咬まれる心配はないですが、不用意に素手で触らないよ

うにしてください。市販の殺虫剤(ピレスロイド系)で直接噴射するか踏みつぶ

すことで駆除できます。

セアカゴケグモに気をつけましょう。（あかしあ自治会環境部）


