
リサイクルデーの実施（再生資源ごみ回収運動）

・６月２０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

・６月２６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

・６月２７日（日）8:30 まで

１・５丁目戸建 さくら坂戸建 雨天実施・警報中止

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→
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2021 ６月号

６月回覧板は感染予防のた

め中止します。詳細情報は

右の QR コードから

自治会 HP・まち協 HP を

ご確認ください。

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

自治会費のゆうちょ銀行自動払込日
6 月 30 日（水）

～再払込み日 7 月 12 日（月）～

6 月 28 日（月）までに、通帳残金をお確かめ

ください。自治会費は 5,000円/年です。

班長による自治会費集金について
班長による自治会費の集金は、延期して 7 月中

旬に実施します。

新型コロナ感染拡大防止のための

コミュニティハウスの利用制限
緊急事態宣言の発令により、感染者数の波は減少

傾向ですが、重傷者の増加等により医療体制は逼
迫した状態が続いています。

6 月１日以降のコミュニティハウスの利用制限は
感染状況を見ながらホームページでお知らせしま

す。なお、自治会窓口は下記の通り再開します。

6 月 1 日（火）より窓口業務再開

9:00～12:00 13:00～q6:00

日・祝日を除く

広報

中止行事 自治会行事（6 月おしゃべりカ

フェ・あかしあシネマ）／ふれあい協議会行事

（6 月あかしあサロン）／まちづくり連絡協議

会行事（6 月の総会を除くすべての行事）

あかしあ台まちづくり連絡協議会総会

日時 6 月 13 日（日）13:30～

場所 あかしあ台コミュニティハウス

（Zoom を併用して実施予定）

自治会 HP まち協 HP

2 丁目ラグビー場跡
地区計画の変更説明会（三田市）

日時 ６月１２日（土）11:00～12:00

場所 ウッディタウン市民センター大集会室
どなたでもご参加できます。（三田市主催）

リング道路街路樹のあり方検討会
日時 ６月２０日（日）11:00～12:00

場所 あかしあ台コミュニティハウス

地域内交通検討会（まちづくり協議会）

日時 6 月１２日（土）13：30～1400

場所 あかしあ台コミュニティハウス集会室

昨年度はコロナのために中止になりましたが、ウッディ

タウン地区ソフトボール大会を下記の要領で開催しま

す。あかしあ・けやき・ゆりのき・すずかけでの対抗戦

を繰り広げながら、皆さんの健康と地区の枠を超えた交

流・親睦をはかりましょう。なお、コロナ禍のため、感

染状況により中止の可能性もあります。緊急事態宣言・

まん延防止発令の場合は中止します。

記

日時 6 月 27 日（日）少雨決行

   8:30 受付開始

開会式・競技 9:00～15:30

場所 駒ヶ谷運動公園 野球場

参加対象者 中学生以上の男女

チーム構成 1 チーム 10～15 名

     チーム分 自治会で調整します

特別ルール スローピッチソフトボールのルール

に準拠一部特別ルールあり

その他 運動しやすい服装・シューズ着用・帽子・バッ

トやグローブ自治会備品もありますが、できれば各

自で準備 プレー中以外はマスクの着用

お弁当・スポーツドリンクは準備します

申し込み 参加者全員の氏名・住所・電話・年齢（〇

歳代）男女 自治会入会・未入会を記載し、ソフト

ボール申込と記載しコミュニティハウス自治会ポス

に投函してください。（6 月 20 日締切）

（コミュニティハウスに申込書を準備しています）

～運動して健康寿命をのばそう～

フレイルとは、高齢者における筋力や

心身の機能が低下し弱った状態のこと

です。フレイル予防の大きな柱は運

動・食生活・人とのつながりです。今

回はロコモーショントレーニングで足

腰の衰えを予防する運動を行います。

記
日時 7 月１２日（月）

14：00～15:00
場所 あかしあ台コミュニティ

ハウス集会室
定員 20 名

指導 運動指導員 吉川充子先生

持物 室内履き・筆記用具
申込 氏名・住所・電話番号を記載の

上、フレイル予防教室参加希望と書

き、コミュニティハウス自治会ポスト

へご投函ください。

締切：6 月 26 日（土）

（コミュニティハウスに申込書を準備）

（体育振興会）

あかしあ台の各種団体・緑地除草ボラ

ンティアによる草刈り作業が始まりま

す。表紙カレンダー内の予定で実施し

ますが、梅雨時のため日程が変動する

ことがありますのでご了承願います。

（まちづくり連絡協議会）

（健康推進員）

あかしあっ子 ホタル鑑賞会 6/1～6/15

さくらんぼ 6/12・26 キッズゲーム 6/19

日 月 火 水 木 金 土

赤十字募金・自治会費集金・ゆうちょ銀行払込・おしゃべりカフェ
青自治会 緑地域全体行事 紫まち協 茶ふれあい協 橙あかしあクラブ 黒健康推進委員

ソフトボール

大会

３

リサイクル カシの木草刈

ウッディタウン ゆうちょ銀行 体振予備

自治会費

自動

払込み日

体振

27 28 29 30 7月1日 ２

カシの木草刈

街路樹検討会 リサイクル

リサイクル あクラブ予備 あかしあっ子

コブシの花草刈

20 21 22 23 24 25 26

草刈自治会 あかしあクラブ 自治会予備

まち協総会

19

ザクロの丘 ザクロの丘草刈

13 14 15 16 17 18

コブシの花草刈

あかしあっ子

自治会役員会 地域内交通検討会

専門部会

12

スポ2 1草刈（予 変更説明会

きんもくせい

あかしあっ子

←あかしあ台緑地・さくら坂草刈→

緑地グループ　含：予備日

2丁目都市計画

6 7 8 9 10 11

きんもくせい

草刈スポ21

2021 ６月 （予定は変更になることがあります）

30 31 6月1日 ３ ４ ５2

清掃活動

あかしあクラブ
あかしあっこ平谷川ホタル鑑賞会 6/1～6/15

あかしあっこ平谷川ホタル鑑賞会 6/1～6/15

あかしあっこ平谷川ホタル鑑賞会 6/1～6/15

緊急事態宣言

コミュニティハウス閉館

4/24～5/31



新型コロナの影響で２年連続、自粛を強いられた春。

サクラも例年になく早く咲き出し、あれよあれよと言う間に満開に。何故かツツジも５月の声を聞くま

もなく咲き、これも当たり年か美しい姿を見せてくれた。

しかし、平年よりも３週間も早く５月 16 日に梅雨入り。ジメジメがいっそうマスク生活を煩わしいも

のにする。

ようやく始まった 65 歳以上のワクチン接種。来春こそは、サクラの下で宴を開きたいものだ。

2021 年春のスケッチをお届けします。

散り初めのサクラ

うららかな武庫川

山ツツジ、見事！

『源平咲き』の花桃
今年も会えました

山ツツジ、見事！

今年は当たり年

満開のニセアカシア

ツツジと雀

写真と記事は、八木さん（1 丁目在住）よりいただきました。

「あかしあサポート」は、あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会の協力と三田市福祉協議会ウッディカル

チャー地域福祉支援室の活動支援を受けて、あかしあ台の住民の方を対象に、日常生活上の困りごとの相談を

受け、買い物や庭の剪定、外出支援などの生活支援の活動を行っているボランティア団体です。

草刈り・庭の剪定 通院などの外出の

お手伝い

買い物の

お手伝い

日曜大工

（簡単な修繕等）

ゴミ捨てや

清掃

その他お家の

困りごと

あかしあサポートの皆さんへ相談内容をお聞きすると一番多いのが庭の草刈りや生垣の剪定、2 番目は通院等

の送迎手伝い、その他としては、蛍光灯の取替、留守録の取付、大型ごみの処理、棚の撤去、ベッドの組立、ご

み袋のごみステーションへの搬出作業などのサポートです。

また、料金は、作業用具の維持・管理等のため 1 回又は 1 時間につき 500 円をいただいております。

相談窓口としては、毎週火曜日午前 10 時から 11 時にあかしあ台コミュニティハウスで開設されております。

（現在は、コロナ関連で開設されておりません。）

連絡先：090-6670-2748（代表：酒井）

あかしあサポートでは、一緒にボランティア活動をしてくれる方を募集中！！

“お互いさまの心でより良いあかしあ台地域を作りましょう！！


