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2021９月号

９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。ホームページからお知らせします

緊急事態宣言発出にともなう

コミュニティハウスの利用制限について

あかしあ台自治会では、8 月 19 日発表の兵庫県・三

田市のガイドラインに沿ってコミュニティハウスの

利用（開館）を継続します。それぞれの団体の利用実

態を踏まえ、適切な感染防止対策を取った上で、無理

のないご利用をお願いいたします。感染拡大の状況に

よっては、今後、閉館措置をとらざるを得なくなるか

もしれません。ご利用の皆様には、ご迷惑をお掛けし

ますが、このコロナ危機をこれ以上引き延ばさないよ

うに皆様とともに協力して乗り切りましょう。

あかしあ台コミュニティハウスの利用制限期間

8月 20日（金）～9月 12日（日）
開館曜日・時間（月）～（土）（祝日を除く）

広報

自治会 HP まち協 HP

感染防止による中止行事

リサイクルデー（再生資源ごみ回収運動）（環境部）

９月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

９月２５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

９月２６日（日）８:３０まで 雨天実施

１・５丁目戸建 さくら坂戸建 警報中止

あかしあ台 2 丁目宅地造成説明会の開催
（京阪電鉄不動産・セキスイハイム近畿・A&E プランニング主催）

９月１2 日（日）16:00～18:00

ウッディ市民センター大集会室

地域内交通検討会（三田市・まち協）

９月１4 日（水）13:3０～ コミュニティハウス

野菜展示即売会（あかしあサポート）

毎月第 1・3(木) ９月２日（木）１６日（木）10:00～

1 丁目カシノ木公園（ハウス裏）売切次第終了

あかしあシネマ（コミュニケーション部）

１０月 2 日（土）9:30～10:55  参加費無料

「海賊とよばれた男」 山崎 貴 監督

出演：岡田 准一・吉岡 秀隆 ２０１６年作品

ためになる健康講座（健康推進員）

１０月 2 日（土）14:00～15:00  参加費無料

「知っておきたい薬の知識」
講師：あかしあ薬局薬剤師 瀬戸崎 弘氏

申込受付：9 月 1 日（水）～9 月 25 日（土）申込用紙は事務所

おしゃべりカフェ（コミュニケーション部）

１０月３日（日）13:00～14:00   参加費無料

「Tammy ミニライブ」  コミュニティハウス集会室

まち協行事（コミュニティハウス・カシの木公園）

百歳体操 9:10～・ストレッチ 10:00～・パソコン 9:30～・Enjoy

ストレッチ 10:00～・踊り 10:00～・スマート 10:00～

・ノルディック 10:00～・俳句 10:00～

あかしあっ子広場（放課後こども教室）

子ども教室・さくらんぼの開始時刻・場所は、申込者に配布されて

いるお知らせを参考にしてください。

クリーンデー三田市の要請により中止（環境部）

９月１2 日（日）８:0０～

あかしあシネマ中止（コミュニケーション部）

９月４日（土）９:３０～11:40

おしゃべりカフェ中止（健康推進員・コミュニ

９月 5 日（日）13:0０～14:00 ケーション部共催）

あかしあサロン・子育てサロン中止
９月 16 日（木）   9 月 30 日（木）（ふれあい協）

リング道路街路樹検討会しばらく延期

実施行事

喫茶寄り道（9/16）子育てサロン（9/30）を楽しみにして下さっていた皆様へ

皆様にお会いしたいと、サロンを計画していましたが、急激なコロナの感染拡大のため

やむなく中止となりました。直接会えないお友達と電話をしたり、涼しい時間に散歩や

軽い体操をしたり、水分補給で熱中症予防にも気を付けて、笑顔で元気にお過ごしください。

スタッフも、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。   

                  あかしあ台校区ふれあい活動推進協議会一同

あかしあ台・ウッディタウンで交通事故が相次いて

います。自治会では、これまでにも随時安全対策を

三田市へ要望してきましたが、この度、再度、総務

部広聴担当を通じて三田市長あてに下記の事項を

まとめ、要望書を提出します。

1. 信号機の設置を要望①（黄）

2. カーブミラー設置を要望②（黄）

3. 止まれ標識の設置を要望③（黄）

4. 街路灯設置を要望４・５

5. 横断歩道（黄〇）、リング道路・貴志長尾線他の

消えかけた白線標識の補修（塗装）

安全運転の徹底を！

＊横断歩道は歩行者優先、一時停止義務！

道交法 32 条：減点２点・反則金普通車 9,000 円

＊横断者は手をあげて意思表示！

＊信号回避のための生活道路の通り抜けは危険！

＊スピードは控えめに！

中止はホームページから

お知らせします

日 月 火 水 木 金 土
30 ３１ 9月1日 ２ ３ ４

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 ２１ 22 24 25

26 27 ２８ ２９ ３０ ２

説明会

ストレッチ

リサイクル

感染防止：中止

専門部会

10月1日

パソコン

ストレッチ

スマート

Enjoy

野菜即売

ストレッチ ストレッチ

リサイクル 子ども教室 百歳体操 百歳体操 あかしあ

俳句の集い

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 黒健康推進員

ストレッチ ストレッチ シネマ

健康講座

20敬老の日 23秋分の日

地域内交通検

リサイクル

ノルディック さくらんぼ

百歳体操

2丁目宅地造成 踊りの集い

クリーンデー 百歳体操 百歳体操 子ども教室

自治会役員会 子ども教室 百歳体操 百歳体操 さくらんぼ

2021 ９月 （予定は変更になることがあります）

8月29日

あかしあ

野菜即売清掃活動

子ども教室 子ども教室 百歳体操 百歳体操

クラブ ストレッチ



昨年の「夏休みこどもシネマ」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら中止になり

ました。今年は感染症予防対策として午前・午後の２部制で開催され、国民的アニメ「スタンドバイ

ミー ドラえもん２」を参加者２６名で鑑賞しました。２０１４年にドラ泣きブームをおこした大ヒッ

ト「スタンドバイミー ドラえもん」の後編で、ドラえもん５０周年記念の作品です。のび太のお嫁さ

んをひと目見たいという、おばあちゃんの願いを叶えるため、ドラえもんの協力で過去・現在・未来

を奔走するのび太の姿を、様々な家族愛で描き、思わずウルッと感動する素晴らしい作品でした。

エンドロールに流れる菅田将暉さんが歌う主題歌「虹」は物語とマッチしていて、さらに涙を誘い

ました。最後にドラえもんの大好物「どら焼き」をプレゼントされ、子どもたちは笑顔一杯で「あり

がとうございます」とお礼を言って帰りました。お世話していただいたコミュニケーション部・あか

しあっ子のスタッフの皆さん、夏休みの楽しい思い出づくりありがとうございました。

あかしあ

終戦記念日を控え、息子を徴兵された母の思いを描いた「おかあさんの木」を 17 名で

鑑賞しました。7/23～8/8 にかけて「平和の祭典」である東京 2020 オリンピックが開

催され、連日若者の活躍が目覚ましく、感動を覚える大会となりました。オリンピックを

開催できるほど平和である現代では想像できないですが、戦争に行くことを名誉として、

将来ある若者たちが国を守るため、たくさん散っていった過去があることを忘れてはなり

ません。

7 人の息子を戦地に送り出す度に、母は無事を祈って桐の木を植えますが、次々と戦死

して行く大切な息子たち。こんな死を迎えるためにおなかを痛めて産んだわけではないの

に．．．母の切ない思いが伝わり、涙が止まりませんでした。平和な時代に生まれ戦争を知

らない人たちに、戦争のむなしさ・平和のありがたさを語り継いでいかなければならない

と感じた素晴らしい作品でした。

次回の「あかしあシネマ」は、９月 4 日（土）に予定されておりましたが、緊急事態宣

言が発令されましたので中止となりました。

次回は、10/2(土) 「海賊とよばれた男」です。ぜひ参加ください。

日時：8 月７日（土）9：30～11：25

場所：コミュニティハウス 集会室

主催：あかしあ台自治会コミュニケーション部

日時：８月２日（月）

１部 ９：30～

２部 1３：３０～

場所：コミュニティハウス 集会室

主催：あかしあ台自治会コミュニケーション部

来年の参加もお願いします！ (次もおいしいものが出るかも！？)

日時：８月７日(土)９：００～１２：００

場所：コミュニティハウス研修室

主催：あかしあっ子広場（放課後子ども教室）

夏休み中の小学生を対象とした「こども教室」が開催されました。

用意された木切れや折り紙、ペットボトルの蓋などを使って、『自由な発想で好きな物を

作ろう』ということで、参加してくれた約 30 名の子供たちは何を作ろうかな？あれを作

ってみようかな。これとこれをボンドでくっ付ければこんなのもできるね。と色々なアイ

デアを出して製作に夢中になっていました。気が付けば、あっという間にお昼前になって

いました。

できた作品を家に飾ったり、家で色を塗ったりしてみるという声も聞こえました。

参加した子供たちは、とても楽しかった！またやりたい！という感想が多くとても充実

していたと感じました。

そんな中、娘と参加した私がつい夢中になって製作に一番没頭していたのは内緒です

（笑）      （木片につきましては、5 丁目の池田工務店から提供をうけました）

あかしあっ子広場 『開催』

「あかしあっ子広場（放課後子ども教室）」では、放課後や週末等に子どもが安全で安心して健やかに育まれるよう、地

域ボランティアが子ども同士、子ども達と大人の交流機会をもうけ、あかしあ台小学校やあかしあ台コミュニティハウ

スで体験および学習活動を行っています。昨年度はコロナ禍の中で実施回数は大幅に減少しましたが、４2 教室約 1,000

名の子ども達が参加しました。例年は 80 教室以上約千数百名の子ども達が参加しています。

（放課後こども教室）


